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１．本研究の目的 

アンモニアを燃料として使用する際の課題として，化石燃料に比べて(1)発熱量が低いこと，(2)NOx

の生成量が多いこと，および(3)放射伝熱が弱いことが挙げられる．これらの課題に対して大阪大学で

は，(1)酸素富化燃焼技術および予熱効果による燃焼強化技術，(2)アンモニアの NO 還元性を活かした

多段燃焼技術の検証，および(3)微粉炭との混焼による輻射強化技術の開発を実施し，それぞれの課題

に対して基盤的研究の立場から解決策の提案を実施することを目的とする． 

 

２．研究開発目標とマイルストーン 

常圧下におけるアンモニア基礎燃焼特性の解明を行った．特にアンモニア燃焼における Fuel NOx

生成反応機構の特定および開発を通してアンモニア燃焼における低 NOX化の方法を模索した．また，

常圧下における燃焼強化技術および火炎伝熱強化に対して実験的な取り組みを行った．表 2.1 は各年度

の研究開発項目と，数値目標である． 

 

             表 2.1 各年度の研究開発項目と数値目標 

スケジュール 研究開発項目 数値目標 

H26年度 常圧下におけるアンモニア基礎燃焼特性の

解明，アンモニア燃焼におけるFuel NOx生

成機構の特定と詳細素反応機構の提案 

既存のNOx生成機構のアンモニア専

焼に対する適用性を検証する 

H27年度 火炎基礎特性に基づく反応機構検証・改良

による低NOx燃焼法の検討 

酸素富化，酸化剤予熱による炭化水素

系燃焼の燃焼と同等の輻射強度の達

成 

H28年度 微粉炭混焼による輻射強度評価・低NOx燃

焼技術の原理構築 

適用可能な低NOx燃焼技術の原理構

築 

H29年度 モデル試験結果に対する低NOx化原理確認 アンモニア・微粉炭混焼における輻射

強化およびセメントキルンの環境基

準に適合する低NOx化達成 

H30年度 燃焼強化技術を用いた工業炉燃焼の実現， 

アンモニア燃焼炉の最終燃焼試験 

工業炉の加熱効率55％以上，全モデ

ル試験の環境基準に適合する低NOx

燃焼の達成 

 

 

各年度の研究開発項目と数値目標（表 2.1）に対して，表 2.2 のような 5 年間の研究計画を立案し，

研究を推進し目標を達成した． 
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表 2.2 研究計画 

 

 

 

  

研究開発項目
初年度

（H26.7～H27.3）
２年度

（H27.4～H28.3）
３年度

（H28.4～H29.3）
４年度

（H29.4～H30.3）
５年度

（H30.4～H31.3）

１．排出ガス低NOX化
・火炎基礎特性解明

・反応機構検証・改良
　－Fuel NOx生成機構

・モデル燃焼試験におけ
る低NOx化評価

２．燃焼強化技術
・燃焼基礎特性に基く火
炎強化機構の解明

３．火炎伝熱強化技術
・火炎輻射強化機構の解
明
・火炎強制対流強化機の
構解明

アンモニア基礎

燃焼特性の解明

（3）

アンモニア燃焼

におけるFuel

NOx生成反応

機構の検討

（2）

火炎基礎特性に基く反応機構検証・改

良による低NOx燃焼法の評価

（3）

詳細素反応計算による火炎特性

予測ならびに低NOx燃焼法の検討

（4）

（3）

小型モデル工業炉での燃焼試験

結果における低NOx化原理の確

認ならびに目標達成

（5）
低NOx燃焼技術を実現

するための小型モデル

工業炉の構築

火炎輻射評価法

の検討および開

発

（2）

微粉炭および炭化水素燃料との混焼

による火炎輻射強化技術の検討

（2）

火炎強制対流評価手法の検討・

開発および強化技術の検討

（1）

酸素富化アンモニア燃焼による燃焼強

化技術の開発

（3）

燃焼強化技術を利用した小型

モデル工業炉での燃焼試験

（5）

輻射強化手法の評価

（3）

強制対流強化手法の評価

（3）
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３．研究実施内容 

大阪大学では，工業炉へのアンモニア燃料の普及を目的として，それに基づいた基礎研究を実施した．

工業炉は，日本国内にて約 40000 機が稼働しており，日本全体で消費されるエネルギーの約 18%が工

業炉にて消費されている．現在，工業炉に適用されている燃料は化石燃料がほとんどの割合を占めるこ

とから，工業炉において，アンモニア燃料の適用による化石燃料依存の脱却を試みる意義は大きい．工

業炉に対する燃焼条件では，酸化剤中の酸素濃度および，酸化剤の予熱が重要となる．また，酸化剤中

の酸素濃度および，酸化剤の予熱によって，難燃性の燃料の火炎強化を実現できる．平成 28 年度の大

阪大学，大陽日酸(株)との共同研究により酸素富化時に火炎強化が可能であることを示し同時に，二段

燃焼技術を組み合わせ適正化することで NOx 低減の可能性を示した．しかしながら NOx 低減のメカニ

ズムの詳細は不明点もある．以上のことから，大阪大学では，燃料及び酸化剤の平均断面流速に着目し

た NOx 低減メカニズムの実験的検討を行いメカニズムの提案を行った．提案したメカニズムの妥当性

を検証するために，共同研究先の宇部興産(株)とともに CFD を用いた解析を行った． 

また，実工業炉に展開可能なバーナーを装着した 100 kW 級モデル工業炉において，平成 28 年度に

構築した加熱効率測定系の改良により計測精度向上を図り，都市ガスと都市ガス/アンモニア混焼時の加

熱効率を計測，評価した． 

さらに，NO 平面レーザー誘起蛍光法 (NO-PLIF)の高 S/N 化を行い，将来の石炭火力発電技術に重

要な微粉炭/アンモニア混焼技術に関する基礎研究を行った．また，二重管燃焼装置を用いて，燃焼速度

が遅いアンモニアを燃料とした際の安定範囲と安定限界の決定因子に関する基礎燃焼研究を実施した． 

 

 

３－１．アンモニア基礎燃焼特性の解明 

 工業炉においてアンモニア燃料を普及させ，エネルギーを有効に獲得するためには，その基礎的な燃

焼特性を理解する必要がある．同時に，NOx に代表される環境負荷物質の排出量を環境基準以下に制御

するために基礎的な NOx 生成特性を理解する必要がある．大阪大学では，基礎燃焼特性の解明を目的

として，層流予混合火炎を用いて酸素富化および予熱がアンモニア火炎の層流燃焼速度に与える影響を

評価するとともに，NH3, NOx の同時計測手法を確立し，酸素富化条件における NOx 生成機構に対す

る検討を行った．  

 

３－１－１．層流予混合火炎を用いたアンモニア火炎の層流燃焼速度の評価 

 本研究では，アンモニア/酸素/窒素の予混合気を用いて，アンモニア火炎の層流燃焼速度を計測した．

アンモニア火炎は，長軸方向に一様な速度分布を持つことから，層流燃焼速度の計測に適しているスロ

ットバーナーを用いた．図 3.1.1 (a)，(b)に，(a)スロットバーナーの出口形状および，(b)スロットバー

ナーの長軸方向より一眼レフカメラ(Nikon D7000, 露光時間 5 μs)で撮影したアンモニア火炎の直接写

真を示す．スロットバーナーにおいて，層流燃焼速度(𝑆𝑢)は，式(3.1.1)より求められる[1]． 

 

𝑆u = 𝑈u sin α                (3.1.1)      

 

 式(3.1.1)において，𝑆uは層流燃焼速度，𝑈uは未燃予混合気の流速，αは未燃予混合気の流線と火炎面の

なす角（半頂角）である．本研究では，半頂角(𝛼）を決定する目的で，高速度 CMOS カメラ（Vision 

research 社製，Phantom V12.1）を用いてスロットバーナーの長軸方向より，火炎の直接撮影を行った．
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その際の撮影条件として，フレームレートを 1000 fps，露光時間を 400 μs とした．高速度カメラの撮

影領域は，97 mm × 73 mm，解像度は 152 μm/pixel である．撮影した静止画の各ピクセルにおける輝

度値を 1000 枚積算し，輝度値が最大となる点を火炎帯とした．半頂角(𝛼）は，火炎先端おける浮力に

よる火炎伸長および，バーナー基部における保炎効果を排除する目的で，バーナー端から火炎の先端ま

での高さ方向距離のうち，20%から 80%までの領域の火炎帯の傾きを用いて，次式を用いて算出した． 

 

𝛼 = tan−1(𝑧 ℎ⁄ )                              (3.1.2)           

 

なお，式(3.1.2)において，𝑧は任意の点から火炎面までの高さ，ℎはスロットバーナー短軸方向の火炎面

から任意の点までの距離である．スロットバーナーでは，バーナー短軸方向の中心で軸対象となる．そ

のため，半頂角(𝛼）の算出は，中心軸の左右に形成される左右の火炎面を用いて算出することができる．

本実験では，左右の火炎面より得られた半頂角(𝛼）の平均値より層流燃焼速度を算出した． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.1.1 スロットバーナーの出口形状とアンモニア/窒素/酸素の層流予混合火炎 

 

本研究では，式(3.1.3)に従って，酸素富化割合を表記する． 

 

𝛺 =
𝑄O2

𝑄O2
+ 𝑄N2

                          (3.1.3)  

 

𝑄𝑂2
酸素の体積流量，𝑄𝑁2

は窒素の体積流量である．本研究では，実機を想定した際に，既存の燃焼装

置に対して大きな改修を施す必要がなく，有益な知見となる 0.21< 𝛺 <0.35 の範囲において実験を行っ

た． 

層流燃焼速度は，酸素富化割合を𝛺 =0.28，𝛺 = 0.30 および，𝛺 = 0.35 の 3 条件で計測を行い，当量

比(𝜙)は 0.80 から 1.40 の範囲で 0.10 ずつ変化させ，層流燃焼速度が最大となる当量比の条件近傍では

0.05 の間隔で当量比を変化させた．供給する予混合気は 300 K で一定とし，供給ガス流量は，本実験で

使用したスロットバーナー上で安定的に層流予混合火炎が形成されるように，層流燃焼速度に合わせて，

8 L/min から 20 L/min(バーナー出口流速：41 cm/s から 104 cm/s)まで変化させた．そして，層流燃焼

速度に対する当量比𝜙および酸素富化割合𝛺の影響を評価した． 

(a) スロットバーナーの出口形状 (b) アンモニア/窒素/酸素の層流予混合火炎 
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図 3.1.2 に，アンモニア/N2/O2予混合火炎における層流燃焼速度の計測結果を示す．横軸は当量比，

縦軸は層流燃焼速度である．図 3.1.2 より，酸素濃度の上昇に伴って，層流燃焼速度が上昇し，𝛺 = 0.28

の条件では𝜙 = 1.05 において層流燃焼速度が 18.0 cm/s，𝛺 = 0.30 の条件では𝜙 = 1.05 において層流燃

焼速度が 22.8 cm/s，𝛺 = 0.35 の条件では𝜙 = 1.05 において層流燃焼速度が 28.3 cm/s に達することが

分かる．これは，供給ガス中の酸素富化割合が高くなることで，断熱火炎温度が上昇することにより，

燃焼反応速度が増加したためであると考えられる．図 3.1.2 には，層流燃焼速度の促進効果を検証する

目的で，Takizawa らによる，酸素富化割合が𝛺 = 0.21 の条件における層流燃焼速度の計測結果を示す

[2]．図 3.1.2 より，アンモニア/Air 予混合気の層流燃焼速度は最大でも 7.2 cm/s であり，酸素富化燃焼

を適用することにより，酸素富化割合に応じて，層流燃焼速度が 3 倍から 5 倍程上昇することが分か

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に，酸素富化割合が層流燃焼速度に及ぼす影響を明らかにする．先行研究では，炭化水素系燃料に

対して対数関数の関係にあることが報告されている．図 3.1.3 より，いずれの当量比でも，層流燃焼速

度と酸素富化割合は，対数関係となることが分かる．そこで，量論条件において，最小二乗法を用いて，

酸素富化割合と層流燃焼速度の対数近似式を求めると，式(3.1.4)のように表される．なお，式(3.1.4)の

実験値に対する相関係数は 0.98 である． 

 

𝑆u = 38.74 ∙ ln(𝛺) + 67.74                 (3.1.4) 

  

 式(3.1.4)より，アンモニア火炎における層流燃焼速度は，酸素富化割合(𝛺)に対して，対数関係があり，

先行研究により示されている炭化水素系燃料と定性的には同様の傾向であることが分かった． 

 

図 3.1.2 層流燃焼速度と酸素富化割合，当量比(φ)の関係 
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図 3.1.3 層流燃焼速度と酸素富化割合の関係 

 

本節では，アンモニア火炎に対して，酸素富化燃焼および供給ガス予熱効果を適用し，層流燃焼速

度を用いてその効果を検証した．また，層流燃焼速度が速くなった原因を理論的に考察した．結果か

ら，酸素富化割合を上昇させることで，層流燃焼速度が上昇し，𝛺 = 0.28 の条件では𝜙 = 1.05 におい

て層流燃焼速度が 18.0 cm/s，𝛺 = 0.30 の条件では𝜙 = 1.05 において層流燃焼速度が 22.8 cm/s，𝛺 = 

0.35 の条件では𝜙 = 1.05 において層流燃焼速度が 28.3 cm/s に達することが分かった．これは，アン

モニア/空気の予混合火炎における層流燃焼速度の 3 倍から 5 倍の値であり，酸素富化燃焼により，燃

焼性の強化が可能であることが明らかとなった． 

 

３－１－２．層流予混合火炎を用いたアンモニア火炎の NOx 生成特性 

アンモニア火炎の NOx 生成特性を明らかにすることを目的として，スロットバーナー状に形成され

るアンモニア・窒素・酸素予混合火炎の NOx 計測を行った．なお，アンモニアは NOx を還元する作用

を持つため，NOx とアンモニアの相互影響を検討するためには，同時計測を行う必要がある．そこで，

本研究では，量子カスケードレーザーを用いた NOx および NH3を同時に計測することが可能なガス分

析器(堀場製作所製，MEXA1400QL-MX)に希釈器を組み合わせることで，酸素富化条件におけるアンモ

ニア火炎の NOx 濃度分析を行った． 

図 3.1.4 に実験装置の概要，図 3.1.5 にサンプリングプローブの詳細図を示す．本実験では，酸素富化

割合𝛺 = 0.28 および，𝛺 = 0.30 の条件で，当量比𝜙 = 0.90 から𝜙 = 1.40 まで，0.10 ずつ変化させて，

NO 濃度および NH3濃度の測定を行った．また，化学量論条件(当量比𝜙 = 1.0)から当量比𝜙 = 1.2 まで

の条件では，当量比𝜙を 0.05 刻みで変化させて測定した．燃焼ガス分析では，サンプリング流速と供給

ガス流速の比が重要となる．本研究では，サンプリング流速が供給ガス流速よりも遅くなるように，供

給ガス流速を 10 L/min とした．そして，当量比𝜙の依存性に対する評価には，NOx の主要成分である

NO 濃度が最大値となる火炎帯から下流 h = 2 mm および h = 15 mm における NO 濃度，未燃アンモ

ニア濃度および，それらの合計値を用いた． 
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 図 3.1.6 (a)，(b)に，火炎帯からの距離 h = 2 mm，および h = 15 mm における当量比𝜙と NO 濃度，

NH3 濃度およびその合計値の関係について示す．横軸は当量比𝜙，縦軸は濃度である．図 3.1.6 より，

NO 濃度は当量比の上昇に伴って低下することが分かる．また，既燃ガス中の未燃アンモニア濃度は，

当量比𝜙 = 1.3 までの条件では，数 ppm から数十 ppm 程度で一定であるが，当量比𝜙 = 1.4 の条件にお

いて急激に上昇する．これは，当量比 1.0 < 𝜙 < 1.3 の条件では，余剰のアンモニアが NOx と反応し，

N2に還元されたためであると考えられる． 

一方で，当量比𝜙 > 1.4 では，NO 濃度が低い反面，未燃アンモニア濃度が高くなることが分かる．

従来研究により, Fuel-NOx の生成過程に関する知見では，NH3 なども合わせて考慮する必要があるこ

とが知られている．図 3.1.6 より，当量比𝜙 = 1.3 から当量比𝜙 = 1.4 付近で NO 生成濃度と，未燃アン

モニア濃度の合計値が最小となることが示唆された．この傾向は，炭化水素系燃料に NH3 を少量添加

し，NOx，NH3および HCN の合計値で評価した先行研究の傾向と同様であり，アンモニアの NOx 生

成における「当量比窓」と呼ばれる．また，この当量比窓を形成する当量比の値は実験系によって前後

するが，おおよそ当量比 1.1 ~ 1.4 の範囲に分布することが明らかとなっている[3]．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 計測位置： h = 2 mm       (b) 計測位置： h = 15 mm 

図 3.1.6 火炎帯下流 h = 2 mm および h = 15 mm における当量比𝜙と NO 濃度， 

NH3濃度およびその和の関係 

図 3.1.4 実験装置の概要図 

図 3.1.5 アンモニア火炎の直接撮影写真とプ

ローブの位置およびプローブの詳細構造 

3 
3 

3 

3 
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 以上より，アンモニア火炎の Fuel NOx 生成特性および未燃アンモニアに重点を置いて，その生成

特性を実験結果および解析結果を用いて評価した結果，酸素富化条件のアンモニア火炎においては，

NO 濃度および未燃アンモニア濃度は，当量比に依存して大きく変化することが明らかとなった．具体

的には，当量比の上昇に伴って NO 濃度は単調に低下し，未燃アンモニア濃度は量論混合比を超えた

当量比 1.4 から急激に上昇し，酸素富化条件のアンモニア火炎において NO 濃度，未燃アンモニア濃

度の和が最小になる当量比および燃料であるアンモニアからの NO 転換率の最小値をとる当量比は，

1.2 から 1.3 の間に現れることが示された． 

 

３－２．10 kW 小型モデル工業炉における NH3/CH4混焼におけるふく射強度と NOx 生成特性 

再生可能エネルギーを活用する方法として，再生可能エネルギーを NH3 に変換して燃料として直接

利用するという案が検討されている．燃料としての NH3 の利用先は幅広く検討されており，その例と

して工業炉およびボイラーなどが挙げられている．NH3の燃料としての利用には，燃料に炭素原子を含

まないため，ふく射強度が低下することと，高濃度の Fuel-NOx を排出するという課題がある． 

しかしながら，アンモニア燃焼時のふく射熱流束特性に関する研究は確認できない．そこで本研究に

おいて，アンモニア燃焼時のふく射熱流束およびスペクトルを計測することで，アンモニア燃焼時のふ

く射特性を明らかにする．また，アンモニア燃焼時には，燃料の分子構造に炭素分を含まないため，炭

化水素燃料と比較してふく射が弱い可能性がある．ボイラーや燃焼炉での利用を想定した際に，アンモ

ニア燃焼時のふく射が従来燃料よりも弱い場合には，ふく射を強化するなどの対策が必要であると考え

られる．ここで，全放射能はステファン・ボルツマン則より温度の 4 乗に比例することが知られている．

また，既存の研究によると，酸素富化燃焼によって火炎温度が上昇することが知られている．全放射能

に影響を与える温度を酸素富化燃焼によって上昇させることができれば，アンモニア燃焼時に課題とな

るふく射熱流束を強化できる可能性が高いと考えられる．そこで，燃焼炉，ボイラーを模擬した 10 kW

小型モデル工業炉を用いて アンモニアに酸素富化燃焼を適用し，ふく射特性への酸素富化燃焼の影響

を明らかにした． 

もう１つの課題である高濃度の Fuel-NOx の排出に対して，低減方法として二段燃焼や緩慢混合があ

るが，NH3 を燃料として検討した例は少ない．そこで，本研究では，10 kW 級燃焼試験炉を用いて，

NOx 排出低減を可能とし，NOx 排出低減機構について提案した． 

 

３－２－１．NOx 生成特性評価用実験装置 

実験装置は，10 kW 小型モデル工業炉，排ガス計測計，ふく射熱流束計測計，赤外領域スペクトル計

測計から成り，以降各装置について詳細に説明する． 

 

３－２－１－１．10 kW 小型モデル工業炉 

実験装置として用いた 10 kW 小型モデル工業炉の写真を図 3.2.1 に示す．また，実験装置の概略を図

3.2.2 に示す．炉の全長は 1000 mm である．炉の内部は，断熱材(イソウール 1600，イソライト工業製)

に囲われている．炉の上部には 6 箇所の熱電対設置用のポートが設けられており，位置はバーナー側の

炉壁を 0 mm とすると軸方向に 100 mm，200 mm，300 mm，500 mm，775 mm，1050 mm である．

ここで，バーナーからの距離を X とおく．また，炉の下部には 6 箇所のプローブ差込口が設置してあ

り，ふく射熱流束の計測やふく射スペクトルの計測を行うためのプローブの挿入が可能な構造を持つ．
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ふく射熱流束やふく射スペクトルの計測結果を熱電対の計測結果と対応させるために，軸方向の位置は

熱電対の位置と同様となっている． 

燃料および酸化剤は，ボンベからレギュレータで圧力調整された後，マスフローコントローラ(N シリ

ーズ，HORIBA 製)によって流量が調整されてバーナーへと供給される．バーナーに取り付けられたノ

ズルは 2 重管構造となっており，燃料は内側の管から，酸化剤は外側の管から燃焼場に供給され，同軸

噴流拡散火炎を形成する．  

排気系としてブロアーが設置してあり，計測時に炉内圧力が大気圧となるようにブロアーの吸い込み

流量を調整した． 

 

 

 

図 3.2.1 10 kW 級燃焼試験炉の写真 

 

 

図 3.2.2 10 kW 小型モデル工業炉及びガス供給系構成図 

 

３－２－１－２．ふく射熱流束計及び計測方法 

ふく射熱流束計の受光面は直径約 10 mm の円形である．（図 3.2.3 参照）センサーの内部構造を図

3.2.4 に示す[4]．センサー表面の吸熱フィルムには，黒体板と反射板が交互に蒸着されており，ふく射熱

のみがサーモパイルの各接点に温度差を発生させ，センサーに起電力が生じる．対流熱伝達によってセ

ンサーへと到達する熱は一様にセンサーの内部に伝わり，熱電対の各々の接点に温度差は生じない．ふ
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く射センサーの出力電圧は，ふく射熱流束による熱収支（外部からセンサーに投射されるふく射熱流束

とセンサーから外部に投射されるふく射熱の差）に比例する[4]．予備実験の結果，ふく射センサーの計

測誤差は 1%未満であることが確認された．  

本研究ではアンモニア燃焼時のふく射を計測する．アンモニアはその分子構造に炭素原子を含まない

ため，アンモニア燃焼時のふく射は不輝ガスふく射のみであると考えられる．ガスは吸収帯からのみふ

く射を放射する．そのため，ふく射センサーの各吸収帯に対する感度の違いがある場合には，正確にふ

く射の強さを比較することができない．そこで，ふく射センサーの各吸収帯に対する感度の違いを確認

するための予備実験を行った．その結果，本章で行った実験において用いたふく射センサーの各吸収帯

に対する波長感度の違いはほぼ無い．例えば，2.5 ~ 3.1 μm (H2O，CO2の強い吸収帯)における感度と

4.2 ~ 5.0 μm (CO2の強い吸収帯)における感度の違いは 0.1%程度であり，不輝ガスふく射を計測するの

に十分な特性を持つことが確認された． 

ふく射熱流束計の計測視野の立体角は約 2π sr であり，炉内の全方向からのふく射を受光する．ここ

で，ふく射熱流束の計測とスペクトルの計測の整合性を持たせるために，水冷管を装着することによっ

て計測領域を限定して，それぞれの計測領域を同一とした．ふく射熱流束計測用の水冷管の写真を図

3.2.5 に，概略図を図 3.2.6 に示す．水冷管の長さは 300 mm で直径は 10 mm である．計測領域は下の

炉壁(ふく射計設置側)の直径約 18 mm と上の炉壁(熱電対設置側)の直径約 38 mm を繋いだ領域となっ

ている．水冷管の内側には，ふく射率 0.94 の黒体塗料が塗布されており，センサーが計測領域以外から

のふく射を検出するのを防いでいる．センサーには水冷チラーが接続されており，計測部の温度を 287 

K に保った．また，センサーの受光面における水蒸気の凝縮，高温の燃焼ガスのセンサー表面への到達

を防ぐために水冷管の内側には窒素を，夫々の輻射センサーに 1 L/min を供給した．窒素を供給するこ

とによる影響は実験により，炉内温度・ふく射熱流束ともに 2%程度と見積もられている． 

次に，本ふく射熱流束計を用いた計測方法について述べる．まず，メタンを燃料として炉を予熱した

後，燃料および酸化剤の流量を実験条件に設定したのち，1 時間以上の定常運転を行う．その後，X = 

500 mm に設置した炉壁温度計測用熱電対の表示温度の変化が 10 分間で 4 K 以内となったところで定

常状態に至ったと判断し，ふく射熱流束を計測した．ふく射計の出力は 5 Hz で取得され，結果の解析

には 900 回の計測値の平均値を用いた．計測点はバーナー側から軸方向に X = 100 mm，500 mm，775 

mm，1050 mm の 4 点である． 

なお，同時に炉壁温度の計測を以下の様に行った．炉の上部には 6 箇所の熱電対設置用のポートにシ

ース熱電対(R 型)が設置してあり，炉壁から炉内へ約 15 mm 突き出す状態となっている．炉壁温度はふ

く射熱流束計測と同時に 5 Hz で計測された．結果の解析には 6000 回の計測値の平均値を用いた．計測

点はふく射熱流束の計測と同様にバーナー側から軸方向に 100 mm，300 mm，500 mm，750 mm，

1000 mm の 5 点である． 
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図 3.2.3 ふく射熱流束系の写真           図 3.2.4 センサー内部構造図 

    

 

 図 3.2.5 ふく射熱流束計測全景写真                図 3.2.6 ふく射熱流束計概略図 

 

３－２－１－３．赤外領域スペクトル計測計及び計測方法 

本研究では，ふく射スペクトルを計測するために FTIR(FT-IR Rocket 2.5 ~ 12 μm, ARCoptix S.A.)

と光ファイバ(Chalcogenide IR-Fiber, art photonics)を使用した．図 3.2.7 に使用した FTIR および光

ファイバを示す．本研究で用いた光ファイバ(以下 CIR ファイバ)のコア材質は As2S3であり，1.5 ~ 6.5 

μm の波長帯域で導光が可能である．図 3.2.8 に CIR ファイバの透過特性[5]を示す．CIR ファイバの NA

は 0.28，コア径は 500 μm，クラッド径は 550 μm である．長さは 1 m である． 

火炎の不輝ガスふく射では一般に，H2O と CO2 のふく射が重要であると言われている．しかしなが

ら，従来の火炎の不輝ガスふく射に関する一般論では炭化水素系燃料を想定しており，NH3 のような，

分子中に炭素を含まず，窒素の割合が高い燃料は想定されていない．NH3を燃焼させた際には，未燃の

NH3 や NOx が排出されることが Duynslaeghera らにより明らかになっている[6]．そのため，NH3 や

NOx のふく射も H2O と CO2と同様に重要である可能性がある．以上より，本研究で用いる FTIR およ

び光ファイバには，H2O，CO2，NH3 および NOx の重要な吸収帯を分光可能範囲に収める性能が求め

られる．ガスの吸収帯に関しては数多くの研究が行われている．Coppalle らは，2500 K の火炎におけ

る H2O の重要な吸収帯は 2.7 μm，6.3 μm，CO2では，2.7 μm，4.3 μm であることを示している[7]．
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平野らは 1273 K における H2O と CO2のふく射を計算しており，それぞれの重要な吸収帯は Coppalle

らが示したものと同様である[8]． NH3の主要な波長帯は 3 μm，6 μm，9 μm，NO は 2.7 μm，5.3 μm，

N2O は 4.5 μm，7.8 μm である[9]．本研究で用いた FTIR は，波長 2.5 ~ 12 μm までの赤外光を分光す

ることが可能であり，上記のガスの主要な波長帯を分光可能領域に納めている．一方で，CIR ファイバ

は一部の主要な波長帯が透過しないが，PIR ファイバ(コア材質：AgCl0.25Br0.75，透過波長帯域：3.0 ~ 

18 μm)を上記の FTIR に装着して今回の実験条件で計測したところ，6.5 ~ 12 μm の波長帯では顕著な

スペクトルが見られなかったことから，CIR ファイバを用いた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.7 FTIR 及び光ファイバ 

                           

図 3.2.8 CIR ファイバ透過特性 

 

また，FTIRおよびCIRファイバは黒体炉を用いて較正係数を取得することによって較正されている．

黒体炉の温度を 800℃，1000℃，1100℃，1200℃に設定して較正係数を取得し(図 3.2.9 参照)，それぞ

れの較正係数を比較したところ，全波長中で最大 8%，全波長で平均すると 1%の差があった．本研究で

は，黒体炉が 1200℃の際の較正係数を用いた． 

 

図 3.2.9 CIR ファイバの較正のための感度係数測定 

 

ふく射スペクトルの計測もふく射熱流束の計測と同様に光ファイバ端面を覆うように水冷管を装着

した．ふく射スペクトル計測用の水冷管の長さは 150 mm で直径は 10 mm である．ふく射スペクトル

計測用の水冷管の写真を図 3.2.10 に，概略図を図 3.2.11 に示す．ふく射センサーの受光部は直径約 10 
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mmの円形である一方で，FTIRの計測に用いた光ファイバのコア径は 500 μmと 2オーダー違うため，

ふく射スペクトル計測用の水冷管の長さをふく射計測用の水冷管の半分の長さにすることにより，ふく

射熱流束計測と同様の計測領域となるように制限した．ふく射スペクトル計測用の水冷管の内側には，

ふく射熱流束計測用の水冷管と同様にふく射率 0.94 の黒体塗料が塗布されており，FTIR が計測領域以

外からのふく射スペクトルを排除している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.10 ふく射スペクトル計測治具の全景写真 

 

次に，用いた FTIR の計測原理について簡単に説明する．図 3.2.12 に FTIR の計測原理の概略図を示

す．FTIR の内部は，検出器，半透鏡と 2 枚の反射鏡(1 枚は固定，1 枚は可動)から成る．光源からの光

は，半透鏡を利用し 2 つの光路に分けられる．半透鏡で反射された光は移動鏡側に，透過した光は固定

鏡側に進む．ここで移動鏡は時間に伴い，光路に沿った方向に移動する．これにより移動鏡側に進んだ

光の通過する光路は，固定鏡側の光路に比べて，長くなる．移動鏡および固定鏡でそれぞれ反射した光

は再び半透鏡に戻るが，半透鏡と移動鏡および半透鏡と固定鏡の間の光路差が時間に伴って変化するこ

とにより，光が干渉する．移動鏡の位置（光路差）により異なる光の干渉波が得られ，各位置における

干渉波の信号強度からフーリエ変換によって，各波数成分の光の強度に分離できる． 

次に，今まで述べた赤外領域計測計を用いた計測方法について説明する．ふく射熱流束計測時と同様

に，メタンを燃料として炉を予熱した後，燃料および酸化剤の流量を実験条件に設定したのち，1 時間

以上の定常運転を行う．その後，X = 500 mm に設置した炉壁温度計測用熱電対の表示温度の変化が 10

分間で 4 K 以内となったところで定常状態に至ったと判断し，計測した．ふく射スペクトルは 1 Hz で

計測され，結果の解析には 100 回の平均値を用いた．計測点はふく射熱流束の計測と同様に X = 100 

mm，500 mm，775 mm，1050 mm の 5 点である． 

図 3.2.11 ふく射スペクトル計測治具概略図 
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図 3.2.12 FTIR の構成及び原理説明図 

 

３－２－１－４．NOx 濃度計測計及び測定方法 

排ガス中の NOx 濃度の計測には，NOx 自動計測器(ECL-88A Lite，アナテック・ヤナコ)を用いた． 

本計測装置の計測原理について簡単に説明する．計測器に導入された排ガスは，まずコンバータを通

る．このコンバータによって，式(3.2.1)の温度平衡をずらして NO2を NO に変換する． 

 

2NO2 ⇄ 2NO + O2               (3.2.1) 

 

コンバータを通過したサンプルは反応槽に導入され，他方の流路より導入されたオゾンと化学発光を

生じる．化学発光法は以下の原理による． 

化学発光法は，式(3.2.2)，式(3.2.3)で表される NO と O3との反応による NO2の生成過程における化

学発光を測定する方法で，電子励起された状態の NO2が基底状態の NO2になる際に発する 590 ~ 2500 

nm の範囲の発光の強度が反応槽に導入される NO の量に比例するので，光量を測ることにより NO 濃

度の測定ができる． 

 

NO + O3 ⟶ NO2
∗ + O2                            (3.2.2) 

 

NO2
∗ ⟶ NO2 + hν                       (3.2.3) 

 

３－２－１－５．アンモニア燃焼時のふく射特性計測 

以下に実験条件を述べる．本実験では，酸化剤中の酸素濃度を上げて燃焼させる酸素富化燃焼を行っ

た．酸素富化濃度を次の式（3.2.4）と定義した．𝑄𝑂2
は酸化剤中に含まれる酸素含有量，𝑄𝑁2

は酸化剤中

に含まれる窒素含有量である． 

 

𝜴 =
𝑸𝑶𝟐

𝑸𝑶𝟐
+ 𝑸𝑵𝟐

 
(3.2.4)  
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３－２－２．実験条件 

表 3.2.1 に本実験の条件を示す．各条件の燃料供給量は，低位発熱量が同一となるように定めた． 

 

表 3.2.1 実験条件 

 

本研究では，メタンおよびアンモニアを燃料として燃料ノズルに供給した．メタンを供給した際の Re

数は，管の径は燃料ノズルの内径，管内の平均流速は供給ガス体積を燃料ノズル断面積で割った値とし

て算出すると，約 5000 である．アンモニアを供給した際の Re 数は，約 15000 である．次に図 3.2.13

に炉上部方向から見たときのバーナー構成図を示す． 

本実験ではまず，NH3と CH4の混焼実験を行った．図 3.2.11 に炉上部から見たときのバーナー付近

の模式図を示す．表 3.2.2 に実験条件 1 を示す．case 1 ~ case 4 は，2 次酸化剤の断面平均流速 v2を変

化させている．2 次酸化剤の流量は一定とし，ノズルの内径を変化させることによって v2を変化させて

いる．それ以外の条件は同じである．v2が変化することで，炉内の流れが変化すると考えられる．その

ため，v2の変化による炉内の流れが，NOx 濃度に及ぼす影響について検証した． 

 

図 3.2.13 10 kW 小型モデル工業炉上部から見たバーナー構成図 

 

 

なお，燃料中の NH3 割合とは燃料中の NH3の低位発熱量の割合であり，残りは CH4である．また，

酸素富化率とは酸化剤における酸素の体積分率である．v0は，燃料の断面平均流速である．2 次酸化剤

/1 次酸化剤とは，供給する酸化剤のうち，2 次酸化剤として供給する流量と 1 次酸化剤として供給する

流量の比である．1 次酸化剤と 2 次酸化剤の酸素富化率は等しいものとする． 

次に，CH4専焼の実験を行った．表 3.2.3 に実験条件 2 を示す．表 3.2.2 と同様に 2 次酸化剤のノズ

ル径を変化させ，実験を行った．この実験では，2 次酸化剤の v2の変化が，CH4専焼の時の NOx 濃度

に及ぼす影響について検証した． 
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表 3.2.2 実験条件 1(2 段燃焼) 

  Lower 

Heating 

Value[kw] 

NH3 

Concentration   

[low heating%] 

O2 

Concentration 

[vol%] 

Air 

ratio 
v2/v0 

2nd air/ 

1st air 

case 1 10 30 30 1.05 0.79 1 

case 2 10 30 30 1.05 1.1 1 

case 3 10 30 30 1.05 2.1 1 

case 4 10 30 30 1.05 4.4 1 

                                              v0 =constant 

 

 

                表 3.2.3 実験条件 2(2 段燃焼) 
 

Lower 

Heating 

Value[kw] 

NH3 

Concentration 

[low heating %] 

O2 

Concentration 

[vol%] 

Air 

ratio 
v2/v0 

2nd air/ 

1st air 

case 5 10 0 30 1.05 0.77 1 

case 6 10 0 30 1.05 1.1 1 

case 7 10 0 30 1.05 2.1 1 

case 8 10 0 30 1.05 4.3 1 

v0 =constant 

 

 

３－２－３．実験結果及び考察 

３－２－３－１．アンモニア燃焼時のふく射特性 

３－２－３－１－１．ふく射熱流束の比較 

図 3.2.14 にふく射熱流束計測の結果を示す．それぞれの値は，メタン燃焼時(Case 2)のふく射熱流束の

最大値 qr1 (500 mmポートにおける計測値)で正規化を行った．図 3.2.15に炉壁温度計測の結果を示す．

図 3.2.14，図 3.2.15 を比較すると，ふく射熱流束計測結果と温度計測結果の傾向は一致することが分か

る．図 3.2.14 より，メタン燃焼時(Case 2)のふく射熱流束は 500 mm ~ 750 mm の位置で最大値をと

り，500 mm ~ 750 mm を中心に上流から下流に掛けて上に凸の曲線を描いていることが分かる．一方

で Case 1 のふく射熱流束は 1000 mm のポートにおける計測値が最大であり，500 mm から下流に掛

けてふく射熱流束はバーナーからの距離の増加とともに上昇していることが分かる．この結果は，アン

モニア燃焼時のふく射熱流束の分布が，メタン燃焼時のふく射熱流束分布と比較して全体的に下流側に

現れていることを示している．また，ふく射熱流束の最大値を比較すると，アンモニア燃焼では，メタ
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ン燃焼に比べて約 22%低い値を示した． 

図 3.2.14 ふく射熱流束測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.15 炉壁温度計測結果 
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ここで，本研究で行ったふく射熱流束計測の結果は，炉壁と燃焼ガスからのふく射熱流束の合計である．

燃焼によるふく射熱流束特性を明らかにすることを目的とする場合には，炉壁と燃焼ガスのふく射熱流

束を分離して考える必要がある．そこで，本研究では，消火後に空気で炉内をパージして計測したふく

射熱流束を炉壁からのふく射熱流束とした．また，炉壁からのふく射熱流束計測時に炉壁温度も計測し

ており，炉壁からのふく射熱流束と炉壁温度の関係式𝑓(𝑇)を取得した．得られた結果を図 3.2.15_2 に示

す． 

図 3.2.15_2 炉壁からのふく射熱流束と炉壁温度の関係 

 

Case 1，Case 2 における炉壁温度を関係式𝑓(𝑇)に代入して Case 1，Case 2 の炉壁からのふく射熱流

束を求めた．その結果，アンモニア燃焼時の炉壁からのふく射熱流束は，メタン燃焼時と比べて，約 18%

低いことが明らかとなった．上述のように，アンモニア燃焼時の炉壁および燃焼ガスの合計となるふく

射熱流束の最大値は，メタン燃焼時と比べて約 22%低い結果である．この結果が炉壁からのふく射熱流

束と燃焼ガスからの輻射熱流束を平均した値であると考えると，アンモニア燃焼時とメタン燃焼時に生

じる燃焼ガスからのふく射熱流束の差異は炉壁からのふく射熱流束の差異に比べて大きいと考えるこ

とができる． 

 

３－２－３－１－２．ふく射スペクトルの比較 

図 3.2.16 に，アンモニア燃焼時(Case 1)の 1000 mm(炉壁温度：1081℃)におけるふく射スペクトル，

および炉壁温度 1085℃の際の炉壁からのふく射スペクトルを示す．なお，炉壁からのスペクトルは，火

炎を消火後，十分に空気でパージした後に計測した．図 3.2.16 より，アンモニア燃焼時(Case 1) には

2.7 μm 付近(H2O の吸収帯)および 4.3 μm 付近(CO2の吸収帯)でスペクトルが計測されていることが分

かる．なお，それぞれのデータの縦軸は，Case 3 の最大のふく射スペクトル強度 I0 (2.5 μm)で正規化さ

れている．  



19 

 

 

図 3.2.16 アンモニア燃焼時(Case 1)のふく射スペクトル測定結果 

 

 

図 3.2.17 アンモニア燃焼時(a)およびメタン燃焼時(b)における燃焼ガスからの 

ふく射スペクトル測定結果 

 

図 3.2.17 に，アンモニア燃焼時(Case 1)およびメタン燃焼時(Case 2)における燃焼ガスからのふく射

スペクトルを示す．上から順番にバーナー側から軸方向に 100 mm，300 mm，500 mm，750 mm，1000 

mm の位置の燃焼ガスからのふく射スペクトルである．図中の縦軸は，Case 3 の最大のふく射スペクト

ル強度 I0 (2.5 μm)で正規化したのち，同じく I0 で正規化された炉壁からのふく射スペクトルの計測デ

ータとの差をとって算出されている．なお Case 1 および Case 2 のふく射スペクトル計測時の炉壁温度

X=100 mm 

X=300 mm 

X=500 mm 

X=750 mm 

X=1000 mm 
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と，炉壁からのふく射スペクトル計測時の炉壁温度との差は最大で 20 K 程度である．この差によって

生じ得るふく射スペクトルの誤差は，約 5%以下であると考えられる． 

ここで，ラボスケールの火炎を対象としたふく射スペクトル計測では，アンモニア燃焼時に 2.7 μm

付近のスペクトルのみ確認されており，本実験でもアンモニアの分子構造（燃料分子中に炭素原子を含

まない）から CO2の吸収帯におけるスペクトルは現れないことが予想される．しかしながら，図 3.2.16

よりアンモニア燃焼時(Case 1)のふく射スペクトルであっても， 4.3 μm 付近(CO2 の吸収帯)でピーク

が現れることが分かる．また，図 3.2.17 も同様にアンモニア燃焼時(Case 1) の燃焼ガスからのふく射

スペクトルにおいて，上記と同様の波長帯でピークが現れる．これに対する主な要因として，下記の 2

つが考えられる． 

① 炉壁のふく射スペクトルが 4.3 μm 付近に現れる 

炉壁のふく射スペクトルが 4.3 μm 付近で大きいことにより，Case 1 のふく射スペクトルでも

4.3 μm 付近でピークを持つ可能性がある． 

 

② 炉壁からのふく射スペクトル計測時に CO2が残留することによる吸収． 

炉壁からのふく射スペクトル計測時に CO2 が残留していると，炉壁からのスペクトルは残留

する CO2から吸収されてしまう．そのため，計測した炉壁からのふく射スペクトルは，実際より

も 4.3 μm 付近で弱い値となって計測される可能性がある．燃焼ガスからのふく射スペクトルは

実験条件時のふく射スペクトル計測結果から炉壁からのふく射スペクトル計測結果を引いたも

のである．そのため，CO2がふく射を吸収することによって 4.3 μm 付近のふく射スペクトル強

度が低下した炉壁からのふく射スペクトルを燃焼ガスのふく射スペクトル計測結果から除算す

ることとなる．その結果として，燃焼ガスからのふく射スペクトルは実際よりも 4.3 μm 付近で

強く現れる可能性がある． 

 

 

図 3.2.18 炉壁からのスペクトル計測結果 

 

上記の可能性を検証するために，CO2が残留していない状態で炉壁からのふく射スペクトルを計測し
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た．メタン火炎で予熱後にアンモニアを 1 時間以上燃焼させて待機し，35 L/min の空気で 5 分間パー

ジしてから炉壁からのふく射スペクトルを計測することで，炉壁からのふく射スペクトルの同定を行っ

た．なお，燃焼炉の排出ガスの組成を分析したところ，CO2の濃度は 0.05%以下であることを確認した．

ふく射スペクトル計測結果を図 3.2.18 に示す．図 3.2.18 より，①の推察，すなわち炉壁のふく射特性

として 4.3 μm 付近のふく射スペクトルを持つことが確認できる．また，アンモニア燃焼時(Case 1)の

750 mm(炉壁温度：1341 K)におけるふく射スペクトルから，図 3.2.18 で示した炉壁からのふく射スペ

クトル(炉壁温度：1339 K)を除算して得られたアンモニア燃焼時(Case 1)の 750 mm(炉壁温度：1341 K)

における燃焼ガスからのふく射スペクトルを図 3.2.19 に示す．図 3.2.19 の凡例の Date 1 は，アンモニ

ア燃焼時(Case 1)の 750 mm(炉壁温度：1341 K)におけるふく射スペクトルから，図 3.2.18 で示した炉

壁からのふく射スペクトル(炉壁温度：1339 K)を除算して得られたアンモニア燃焼時(Case 1)の 750 

mm(炉壁温度：1341 K)における燃焼ガスからのふく射スペクトルである．図 3.2.19 の凡例の Date 2

は，アンモニア燃焼時(Case 1)の 750 mm(炉壁温度：1341 K)におけるふく射スペクトルから，CO2が

残留していると予想される状態で計測された炉壁からのふく射スペクトルを除算して得られたアンモ

ニア燃焼時(Case 1)の 750 mm(炉壁温度：1341 K)における燃焼ガスからのふく射スペクトル(図

3.2.20(a)参照)である．図 3.2.19 より，図 3.2.18 で示した，CO2が残留していない状態で計測した炉壁

からのふく射スペクトルを採用して求めたアンモニア燃焼時のふく射スペクトルにおける，4.3 μm 付

近のふく射スペクトルは弱くなったことが分かる．以上より，図 3.2.16，図 3.2.17 で 4.3 μm 付近(CO2

の吸収帯)でピークが現れる主な要因は上記の①②であり，アンモニア燃焼時の燃焼ガスからのふく射

スペクトルは 4.3 μm 付近(CO2の吸収帯)ではピークは現れない． 

 

 

図 3.2.19 炉壁からのスペクトルを除算したスペクトル 
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図 3.2.20 ふく射スペクトルの計測結果 CO2が残留していると予想される状態で計測された 

炉壁からのふく射スペクトルを除算 

 

➢ メタン燃焼時における 4.3 μm 付近のふく射スペクトルがラボスケールのスロットバーナの実験結

果に比べて小さい理由 

図 3.2.17 より，メタン燃焼時(Case 2)は 4.3 μm 付近(CO2の吸収帯)でピークが確認できる．しかし，

本実験におけるメタン燃焼時(Case 2)のふく射スペクトル計測結果とスロットバーナーで行ったふく射

スペクトル計測の結果を比較すると，前者の方が 4.3 μm 付近(CO2 の吸収帯)のピークの大きさが小さ

い．この結果は，ふく射が CO2によって再吸収された結果であると考えられる．単色キルヒホッフの法

則から考えると，CO2の 4.3 μm 付近の吸収帯は非常に強い吸収帯であり，わずかなガス厚みであって

も大きな吸収率を示すことが考えられる．したがって，メタン火炎近傍の高温燃焼ガスと計測点との間

の比較的低温の CO2によって，火炎近傍の高温燃焼ガスからの CO2が吸収されたと考えられる． 

佐藤ら[10]は都市ガス燃焼時のふく射スペクトルを計測しており，本研究と同様に 4.3 μm 付近の吸収

帯の中心におけるふく射スペクトルの弱い領域が現れる計測結果を示している．さらに佐藤らは，同研

究において高温燃焼ガスからのふく射スペクトルおよび火炎近傍の高温燃焼ガスと計測点との間の比

較的低温の CO2 の吸収を計算しており，計測結果と一致することを示しており，この結果は，4.3 μm

付近の吸収帯中心付近のふく射スペクトルの弱い領域は，低温の CO2によるふく射の吸収が原因である

と述べている．佐藤らの実験で用いた炉は本研究で用いた炉と同程度の大きさであることから，本研究

においても佐藤らと同様に低温の CO2によるふく射スペクトルの吸収が生じていると考えられる． 

 

３－２－３－１－３．ふく射熱流束の分布の違いに関する考察 

図 3.2.14 よりアンモニア燃焼時のふく射熱流束はメタン燃焼時よりも全体的に下流側に分布するこ

とが明らかとなった．この点について考察する．図 3.2.17 より，Case 1 の 100 mm，200 mm，500 mm

では燃焼ガスからのふく射スペクトルは計測されないことが分かる．媚山ら[11]の実験により，火炎温度

が高い領域とふく射熱流束の強い領域は概ね一致することが明らかにされていることから，アンモニア

燃焼時にアンモニア火炎は，バーナーノズルに付着して形成されていないことが推察される．結果とし

X=100 mm 

X=300 mm 

X=500 mm 

X=750 mm 

X=1000 mm 
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て，アンモニア燃焼時のふく射熱流束はメタン燃焼時よりも全体的に下流側に分布すると考えられる．

さらに，このバーナーノズルから火炎までの距離は燃焼に要する時間に影響を受けると考えられる．す

なわち，アンモニアの層流燃焼速度がメタンに比べて遅いこと[12]に起因してふく射熱流束が下流側に分

布する結果となると考えられる． 

 

３－２－３－２．ふく射特性への酸素濃度の影響 

３－２－３－２－１．ふく射熱流束の比較 

図 3.2.21 にふく射熱流束計測の結果を示す．図中の縦軸は，アンモニア/空気燃焼時(Case 1)のふく射

熱流束の最大値 qr2 (1000 mm における計測値)で正規化されている．図 3.2.22 に炉壁温度計測の結果を

示す．ふく射熱流束計測結果と温度計測結果の傾向は一致する． 

アンモニア/空気燃焼時(Case 1)のふく射熱流束のピークの位置は 1000 mm である一方で，酸素富化

条件(Case 3)ではふく射熱流束の最大値の位置は 500 mm である．このことからアンモニアに対して酸

素富化条件で燃焼させるとふく射の分布は上流側に移動することが分かる． 

Case 3 のふく射熱流束の最大値である 500 mm における値は，Case 1 のふく射熱流束の最大値であ

る 1000 mm における値と比べて，約 46%高いことが分かる．酸素濃度𝛺を 0.30 にすることによって，

メタン専焼時(Case 2)よりも強いふく射が得られた． 

 

  

 

  図 3.2.21 バーナーからの距離を変数としたときの熱ふく射束の測定結果 
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図 3.2.22 バーナーからの距離を変数としたときの温度分布の測定結果 

 

本研究で行ったふく射熱流束計測の結果は，炉壁と燃焼ガスからのふく射熱流束の合計であることか

ら，炉壁と燃焼ガスのふく射熱流束を分離して考える．まず，炉壁からのふく射熱流束について考える．

図 3.2.15_2 から得られた関係式𝑓(𝑇)に Case 1，Case 3 の炉壁温度を代入することにより炉壁からのふ

く射熱流束を求めた．その結果，酸素富化燃焼適用時(Case 3)の炉壁からのふく射熱流束はアンモニア/

空気燃焼時(Case 1)に比べて，約 28%強いことが明らかとなった． 

次に燃焼ガスからのふく射熱流束について考える．本研究で計測したふく射熱流束は燃焼ガスからの

ふく射熱流束と炉壁からのふく射熱流束の合計であるため，単純化すると下記のように表わされる． 

 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑓 + (1 − 휀𝑓)𝑞𝑤 (3.2.5) 

𝑞𝑡：ふく射センサーに届くふく射熱流束． 

𝑞𝑓：燃焼ガスからのふく射熱流束． 

𝑞𝑤：炉壁からのふく射熱流束． 

휀𝑓：燃焼ガスのふく射率． 

 

式(3.2.5)より燃焼ガスからのふく射熱流束は次の式(3.2.6)のように表わされる． 

 

𝑞𝑓 = 𝑞𝑡 − (1 − 휀𝑓)𝑞𝑤 ( 3.2.6) 

 

ふく射センサーに届くふく射熱流束𝑞𝑡は Case 1 ~ Case 3 のふく射熱流束計則によって既知である．

炉壁からのふく射熱流束𝑞𝑤は図 3.2.15_2 から得られた関係式𝑓(𝑇)より既知である．一方，燃焼ガスの

ふく射率휀𝑓は未知である．燃焼ガスのふく射率を計算によって求めるためには正確な濃度分布および温

度分布が必要であるため，燃焼ガスのふく射率휀𝑓を求めることができない．そのため，ふく射熱流束計

則結果から燃焼ガスからのふく射熱流束を求めることができない． 
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そこで，ふく射スペクトルの積分を取ることによって，燃焼ガスからのふく射熱流束を見積もること

にした．まず，得られたふく射スペクトルの計測結果の内，H2O の吸収帯である 2.5 ~ 3.1 μm のふく

射スペクトルの積分の比をとったところ(図 3.2.23 参照)，ふく射熱流束計測結果(図 3.2.24 参照)との差

は最大で約 13%の差であり，ふく射スペクトルの積分値とふく射熱流束の差に現れる傾向は概ね一致し

た．このことから，ふく射スペクトルの積分値はふく射熱流束の相対的な評価値として用いることが可

能であると考えられる．なお，図 3.2.23 および図 3.2.24 の縦軸は，それぞれ𝛺 = 0.33，𝛺 = 1.0 の値

Q0 ，qr3で正規化を行っている．そこで本実験にも同様のことを行った．図 3.2.17 に示す燃焼ガスから

のふく射スペクトルの内，H2O の吸収帯である 2.5 ~ 3.1 μm のふく射スペクトルの積分をとったとき，

酸素富化燃焼適用時(Case 3)の燃焼ガスからのふく射熱流束はアンモニア/空気燃焼時(Case 1)に比べて，

約 59%高い結果となった． 

図 3.2.23 ふく射熱流束の積分値の比較（2.5 ~ 3.1μm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.24 酸素富化割合を変化させたときの相対熱ふく射流束の影響 

 

３－２－３－２－２．小型バーナー（スロットバーナー）と試験炉（10 kW 級工業炉）との酸素富化

よるふく射強化の効果 

 小型バーナー実験では，図 3.2.25 に示す様に，酸素富化割合𝛺 = 0.33 から 0.38 に酸素富化すること

によって，燃焼ガスからのふく射熱流束は約 10%強化された．一方，10 kW 試験炉を用いた実験では，

酸素富化割合𝛺 = 0.21 から 0.30 に酸素富化することによって，燃焼ガスからのふく射熱流束は約 59%
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程度増加した．この両者の酸素富化によるふく射強化の効果の差は，少々大きいように感じられる．そ

こで，この両者の酸素富化によるふく射強化の効果の差の原因について考察を加える． 

燃焼ガスからのふく射熱流束の計算として，Schack の近似式[13]や Edwards の指数形広域帯モデル

[14]などが報告されている．式(3.2.7)に示す Shack の近似式は簡潔であるが，スケール間のふく射強化の

効果の違いを計算することはできない．なぜなら，同スケールで酸素富化した条件のふく射熱流束の比

を計算することを考えた場合，式(3.2.8)に示すようにガス厚みの項が消えてしまい，スケールによる違

いが反映されないためである．そこで，本研究では，ふく射熱流束の計算として Edwards の提唱する

指数形広域帯モデルを使用する．このモデルは，分光学的計測とふく射率の計算を結びつけており，エ

ネルギー計算において広く使用されている[15]． 

 

휀𝐻2𝑂 =
34.5

4.88

(𝑃𝐻2𝑂𝐿)0.8

(𝑇 100⁄ )
 

 

(3.2.7) 

 

휀𝐻2𝑂′

휀𝐻2𝑂
=

(𝑃𝐻2𝑂′)0.8

𝑇′
(𝑃𝐻2𝑂)0.8

𝑇

 

 

(3.2.8) 

휀𝐻2𝑂：H2O のふく射率 

𝑃𝐻2𝑂：H2O の分圧 [atm] 

𝐿：ガス有効厚さ [m] 

𝑇：温度 [K] 

 

まず，スロットバーナー(ラボスケールの実験(0.7 kW))におけるふく射熱流束の計測結果と Edwards

の提唱するモデルで計算した結果を比較する．図 3.2.24 に示すとおり，ラボスケールの実験では当量比

𝜙 = 1 の条件で酸素富化割合を 0.33 から 0.38 にすることでふく射熱流束は約 10%向上した．のラボス

ロットバーナー(ラボスケールの実験(0.7 kW))におけるふく射熱流束を Edwards の提唱する指数形広

域帯モデルで計算する．ガス厚みはスロットバーナーのバーナー口の長さと同様の 4 cm，ガス分圧は総

括反応式通り，温度は理論断熱火炎温度とした．結果として，酸素富化割合を 0.33 から 0.38 にするこ

とで，ふく射熱流束が約 17%向上するという結果が算出された．したがって，スロットバーナー(ラボス

ケールの実験(0.7 kW))におけるふく射熱流束の計測結果と Edwards の提唱する指数形広域帯モデルで

計算した結果を比較すると，約 7%程度の違いがある． 

試験炉(10 kW)におけるふく射熱流束を計算する．ここでは，ガス厚みは炉の内寸，ガス分圧は統括

反応式通り，温度は理論断熱火炎温度とした．結果として，酸素富化割合を 0.21 から 0.30 にすること

でふく射熱流束は約 66%向上することが示された．上述の通り，本研究で計測したふく射スペクトルの

積分値は，酸素富化割合が 0.21 から 0.30 になることによって約 59%向上する結果となった．双方の値

を比較すると，酸素富化燃焼による効果に対して，約 7%の差異があるものの，酸素富化燃焼に対する

ふく射熱流束の増加傾向は良い一致を示す結果となった． 
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図 3.2.25 アンモニア燃焼時とメタン燃焼時の熱ふく射束の比較 

 

ここで，ふく射率には温度依存性があり，ガス厚みおよびガス分圧が大きくなるほど温度依存性は弱

くなる[16]ことが知られている．そのため，計測のスケールが異なると酸素富化によるふく射率の変化も

異なると推察される．しかし，上述の Edwards の提唱する指数形広域帯モデルを用いた計算によると，

スロットバーナーにおいては酸化剤中の酸素富化割合を 0.33から 0.38にすることでふく射率は約 18%

低下し，本章で用いたモデル燃焼炉における実験においては酸化剤中の酸素富化割合を 0.21 から 0.30

にすることでふく射率は約 16%低下する結果となった．よって，火炎スケールによる酸素富化によるふ

く射率の変化には大きな相違がなく，供給ガスの組成によって決まると考えられる． 

以上のまとめとして，酸素富化によるふく射の強化率について考える．酸素富化によるふく射の強化

率を，ガス組成は総括反応式を想定し，温度は理論断熱火炎温度と仮定をおいて Edwards の提唱する

指数形広域帯モデルを用いた計算を行った．スロットバーナーを対象に計算を行うと，酸素富化割合を

0.33 から 0.38 にすることでふく射熱流束は 1.17 倍となる計算結果が得られ，図 3.2.24 に示す実験結

果では 1.10 倍となるため，計算結果と実験結果の傾向が概ね一致した．そこで，この仮定で酸素富化に

よるふく射の強化率について説明できるものとして，酸素富化によるふく射の強化率 R を式(3.2.9)のよ

うに定義する． 

 

𝑅 =
𝐸′

𝐸
=

휀𝐺′

휀𝐺
∙

𝑇′4

𝑇4
=

𝑟(𝑐′)

𝑟(𝑐)
 

 

(3.2.9) 

𝐸′：酸素富化したときの全ふく射熱流束 

𝐸：酸素富化していないときの全ふく射熱流束 

𝑐′：酸素富化したときの供給ガス組成 

c：酸素富化していないときの供給ガス組成 

 

휀𝐺
′ /휀𝐺は，上記のとおり供給ガスの組成によって決まると考えられる．𝑇′4/𝑇4についても温度は理論断

熱火炎温度としており，供給ガス組成によって決定される．結果として，酸素富化によるふく射の強化

率 R は，供給ガス組成によって決定されると言える．実際にスロットバーナー(ラボスケールの実験(0.7 
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kW))において，酸素濃度を 0.21 から 0.30 にしたとして酸素富化によるふく射の強化率 R を計算した

場合，1.63 となる．また，本章の実験結果であるモデル燃焼炉（10 kW）に対する計算値は 1.66 とな

り，実際の計測結果から算出された酸素富化によるふく射の強化率 R = 1.59 と大きな差はない． 

したがって，スケールによる酸素富化のふく射熱流束強化の効果の違いはほぼ無く，本実験とスロッ

トバーナーにおけるふく射熱流束の強化の違いは，単に酸素濃度の違いによるものだと考えられる．ま

た，実機スケールにおいても，燃焼ガスからのふく射熱流束は酸素富化によって本実験と同程度の強化

が見込まれる．  

 

３－２－３－２－３．ふく射スペクトルの比較 

図 3.2.20 に，Case 1 および Case 3 における燃焼ガスからのふく射スペクトルを示す．上から順番

にバーナー側から軸方向に 100 mm，300 mm，500 mm，750 mm，1000 mm の位置の燃焼ガスから

のふく射スペクトルである．それぞれのデータは，Case 3 の最大のふく射スペクトル強度 I0 (2.5 μm)

で正規化したのち，同じく I0で正規化された炉壁からのふく射スペクトルの計測データとの差をとって

算出されている．酸素富化燃焼適用時(Case 3)の燃焼ガスからのふく射スペクトルは，750 mm で最も

強く，100 mm，200 mm で最も弱い．これはふく射計測および温度計測結果の傾向と一致している． 

酸素富化燃焼適用時(Case 3)は，アンモニア/空気燃焼時(Case 1)と同様に 2.7 μm 付近(H2O の吸収帯)

で強いふく射スペクトルが見られる．酸素富化によって，2.7 μm 付近(H2O の吸収帯)と 4.3 μm 付近

(CO2の吸収帯)のふく射スペクトルが強化されている． 

 

３－２－３－３．２段燃焼による低 NOx 化メカニズムの検討 

３－２節で述べた様に，アンモニア燃焼時に高濃度の NOx が排出される．この課題に対して二段燃

焼法を用いて NOx 排出量の低減およびそのメカニズムの研究を行った． 実験は，前項に引き続き 10 

kW 小型モデル工業炉で行った． 

まず NH3と CH4の混焼実験を行った．図 3.2.13 に炉上部から見たときのバーナー付近の模式図を示

す．表 3.2.2 に実験条件 1 を示す．case 1 ~ case 4 は，2 次酸化剤の断面平均流速 v2を変化させている．

2 次酸化剤の流量は一定とし，ノズルの内径を変化させることによって v2を変化させている．それ以外

の条件は同じである．v2が変化することで，炉内の流れが変化すると考えられる．そのため，v2の変化

による炉内の流れが NOx 濃度に及ぼす影響について検証した． 

ここで燃料中の NH3 割合とは、総低位発熱量 10 kW のうち NH3の低位発熱量の占める百分率であ

る．例えば 3 kW の低位発熱量が NH3燃焼による場合，NH3混焼率 30%あるいは、CH4-NH3((30%)混

焼と表記する．また，酸素富化率とは酸化剤における酸素の体積分率である．v0は，燃料の断面平均流

速である．2 次酸化剤/1 次酸化剤とは，供給する酸化剤のうち，2 次酸化剤として供給する流量と 1 次

酸化剤として供給する流量の比である．1 次酸化剤と 2 次酸化剤の酸素富化率は等しいものとする． 

次に，CH4専焼の実験を行った表 3.2.3 に実験条件 2 を示す．表 3.2.1 と同様に 2 次酸化剤のノズル

径を変化させ，実験を行った．この実験では，2 次酸化剤の v2の変化が，CH4専焼の時の NOx 濃度に

及ぼす影響について検証した．使用したバーナー構造の 1 次ノズルは，同軸 2 重管から成り，燃料供給

ノズルの外環に酸化剤ノズルが設けられている． 

使用したバーナー構造の 1 次ノズルは，同軸 2 重管から成り，燃料供給ノズルの外環に酸化剤ノズル

が設けられている． 
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2 次ノズルは 1 次ノズルから独立し，一定の間隔を隔て左右に対象に設けられており，酸化剤が供給さ

れる．このとき燃料ノズルの断面平均流速を v0，酸化剤ノズルの断面流速を v1，2 次ノズルの断面平均

流速を v2とする． 

本実験では，まず CH4専焼の実験を行った．その時の実験条件を表 3.2.3 に示す．NH3 30%混焼時の

実験条件(表 3.2.2)と同様に 2 次酸化剤のノズル径を変化させ，実験を行った．この実験では，2 次酸化

剤の v2の変化が，CH4専焼の時の NOx 濃度に及ぼす影響について検証した． 

 

表 3.2.2 実験条件 1(2 段燃焼)  (再表示) 

  Lower 

Heating 

Value[kw] 

NH3 

Concentration   

[low heating%] 

O2 

Concentration 

[vol%] 

Air 

ratio 
v2/v0 

2nd air/ 

1st air 

case 1 10 30 30 1.05 0.79 1 

case 2 10 30 30 1.05 1.1 1 

case 3 10 30 30 1.05 2.1 1 

case 4 10 30 30 1.05 4.4 1 

                                              v0 =constant 

 

表 3.2.3 実験条件 2(2 段燃焼)  (再表示) 
 

Lower 

Heating 

Value[kw] 

NH3 

Concentration 

[low heating %] 

O2 

Concentration 

[vol%] 

Air 

ratio 
v2/v0 

2nd air/ 

1st air 

case 5 10 0 30 1.05 0.77 1 

case 6 10 0 30 1.05 1.1 1 

case 7 10 0 30 1.05 2.1 1 

case 8 10 0 30 1.05 4.3 1 

                                                 v0 =constant  

 

図 3.2.13(再表示) 10 kW 小型モデル工業炉上部から見たバーナー構成図 
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３－２－４．アンモニア混焼時の実験結果及び考察 

３－２－４－１．ノズルからの距離と炉温度 

NH3 30%混焼時と CH4 100%燃焼時の温度分布特性，ふく射熱流束特性について実験結果及び考察に

ついて以下に述べる． 

 

図 3.2.26 ノズルからの距離と炉温度の関係(case 1 ~ case 4) 

 

図 3.2.26 に NH3 30%混焼時の炉内の温度分布を示す．図 3.2.26 より，v2の変化によって，温度分

布の傾向は，変わらないことが分かる．しかし，case 1 ~ case 4 それぞれの最高温度は，v2が小さく

なるにつれて上昇している．図 3.2.27 に CH4専焼時の炉内の温度分布を示す．図 3.2.27 より，NH3

混焼時と温度分布の傾向が同じであることが分かる．case 5 ~ case 8 のそれぞれの最高温度は，NH3

混焼時と同様，v2が小さくなるほど上昇していることが分かる． 

 

 

図 3.2.27 ノズルからの距離と炉温度の関係(case 5 ~ case 8) 
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３－２－４－２．NH3 30%混焼時と CH4 100%燃焼時の輻射熱流束分布 

図 3.2.28 に NH3 30%混焼時の炉内の輻射熱流束分布を示す．図 3.2.28 より，それぞれの値は，

case 1 の X = 500 mm の位置の輻射熱流束で正規化してある．v2が最も小さい case 1 の X = 500 mm

の輻射熱流束が最高であることが分かった． 

 

図 3.2.28 ノズルからの距離と規格化された熱流束（case 1 ~ case 4） 

 

図 3.2.29 に CH4専焼時の輻射熱流束分布を示す．図 3.2.29 より，NH3 30%混焼時と同様，v2が最

も小さい case 5 の X = 500 mm の位置の輻射熱流束が最高であることが分かった． 

   

 

図 3.2.29 ノズルからの距離と規格化された熱流束（case 5 ~ case 8） 
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３－２－４－３．NH3 30%混焼時の X = 500 mm での温度変化 

図 3.2.30 に，2 次酸化剤流速 v2に対する X = 500 mm における温度変化を示す(case 1 ~ case 4)．図

3.2.30 より，v2が大きくなるにつれて温度は低くなる傾向がある．このことから，case 1 ~ case 4 で排

出された NOx は Thermal-NOx ではなく，Fuel-NOx である可能性が示唆された． 

  

図 3.2.30 炉内温度（X = 500 mm）と 2 次空気の断面流速の関係(case 1 ~ case 4) 

 

３－２－５．10 kW 小型モデル工業炉における NH3/CH4混焼条件と NOx 生成特性検討まとめ 

10 kW 小型モデル工業炉において二段燃焼，メタン/アンモニア混焼条件で，ふく射熱流束，NOx 濃

度について計測を行い NOx 低減メカニズムの考察・提案を行った．  

 

 

1. 10 kW 小型モデル工業炉に熱電対を設置して，NH3 30%混焼時と CH4 100%燃焼時に対して，温度

計測を行った．その結果，NH3 30%混焼時には，2 次酸化剤流速 v2の変化によっては温度分布の傾向

は変わらないことが分かる．しかし，最高温度は，v2が下がるにつれて，上がるという傾向が見られ

た．CH4専焼時についても，温度分布，最高温度の両方について同じ傾向が見られた． 

2. ふく射センサーを用いて，NH3 30%混焼時と CH4 100%燃焼時のふく射熱流束を計測した．その結

果，NH3 30%混焼時は v2が最も小さい case 1 の X = 500 mm の輻射熱流束が最高であることが分か

った．CH4専焼時でも，v2が最も小さい case 5 の X = 500 mm の位置の輻射熱流束が最高であるこ

とが分かった． 

3. NH3 30%混焼時と CH4 100%燃焼時において NOx 濃度を計測した．その結果，燃料流速に対して，

2 次酸化剤の流速が同程度か速い条件で，NOx 濃度が低下する特性があることが分かった． 

4. NH3 30%混焼時の，2 次酸化剤流速 v2に対する X = 500 mm における温度変化から，v2が大きくな

るにつれて温度は低くなる傾向があることが分かった．NH3 30%混焼時排出された NOx は Thermal-

NOx ではなく，Fuel-NOx である可能性が示唆された． 
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３－３．燃焼強化技術を利用した小型モデル工業炉での燃焼試験 

100 kW 級モデル工業炉を用いて，加熱効率の計測を開始した．都市ガス(13A)空気燃焼と NH3(30%)/

都市ガス(13A)+酸素富化(30%)燃焼の加熱効率が同等(約 34%)の結果を得た．しかし得られた加熱効率

が予想値より低いため，原因探索および対策を行い，加熱効率の目標値 55%に対して，54%まで改善さ

せた．加熱効率目標値の 55%を達成するための検討を行い，目標値の加熱効率 55%を達成した． 

また 10 kW 小型モデル工業炉で確立した低 NOx 化技術を，実規模の工業炉用バーナーを適用した

100 kW 級モデル工業炉に展開し，実証データの取得を大陽日酸(株)と共同で行った．  

これらについて，以下に詳細を述べる．なお，大陽日酸(株)と共同で実施した結果については大陽日

酸(株)の実施報告書に於いて述べるので，ここでは割愛する． 

 

３－３－１．100 kW 級モデル工業炉関連設備 

100 kW 級モデル工業炉，除害炉，排気設備，およびアンモニア供給設備等の関連設備について概略

を示す． 

 

３－３－１－１．100 kW 級モデル工業炉 

100 kW 級モデル工業炉の写真を図 3.3.1 に示す．また，実験装置の概略図を図 3.3.2 に示す．燃焼炉

の全長は 3400 mm である．炉の内部は，耐火材(イソウール 1500，イソウール 1260，イソライト工業

製)に囲われている．燃焼炉の上部，側部，下部には各 5 箇所に炉内温度計測用の R 型熱電対，炉壁温

度計測用の K 型熱電対が設置してある．熱電対の設置位置はバーナー側の炉壁を 0 mm として軸方向

に 300 mm，800 mm，1400 mm，2100 mm，2900 mm の位置である． 

 

 

 

図 3.3.1 100 kW 級モデル工業炉（上：側面より撮影，下：上部より撮影） 

 

燃料および酸化剤は，ボンベからレギュレータで圧力調整された後，マスフローコントローラ，およ

びマスフローメータもしくは熱式流量計に付帯させたニードルバルブによって流量が調整されてバー
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ナーへと供給される．バーナーに取り付けられたノズルは 2 重管構造となっており，中心部分の直管か

ら燃料，その外側の同軸スリット部から酸化剤が燃焼場に供給され，乱流非予混合火炎を形成する． 

なお，排ガス組成の計測には CO/CO2/O2自動計測器(EIR-31SS，YANACO)，NOx 自動計測器(ECL-

88ALite，YANACO)を使用した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.2 100 kW 級モデル工業炉実験装置の概略 

 

３－３－１－２．除害炉と排気設備 

燃焼炉からの未燃排ガスを大気に放出することは問題があるため，アンモニアなどの未燃ガスを外部

火炎により強制燃焼させて処理する設備として燃焼式アンモニア除害炉(以下，除害炉と呼ぶ) およびそ

の排ガスを冷却して大気に放出する排気設備を設置した．除害炉および排気設備の写真を図 3.3.3，図

3.3.4 に示す．まず燃焼試験炉の排ガスは誘引ブロアーによって除害炉へ導かれ，除害炉上部の酸素富

化バーナーと除害炉側面の空気バーナーによって形成される都市ガスを燃料とする高温の非予混合燃

焼場によって，排ガス中に含まれる可能性のある未燃の燃料成分を熱分解される．次に，高温の排ガス

は除害炉から排気設備へ導かれて，排気設備内で水を噴霧してその蒸発潜熱により冷却されて一定の温

度(200℃) 以下で排出される．冷却塔で噴霧する水はすべて水蒸気として排出されるように流量制御さ

れており，廃水処理は不要である．排気設備の煙突から未燃アンモニアの排出を避けるため，除害炉内

の燃焼が確認されない場合には，100 kW 級モデル工業炉のバーナーへの燃料と酸素が供給されないよ

うにバルブ開閉制御がなされる．100 kW 級モデル工業炉の炉内圧力の調整は誘引ブロアーの吸い込み

流量の調整と除害炉排ガスの希釈空気量とを調整することにより行い，計測時には 100 kW 級モデル工

業炉の炉内圧力をほぼ常圧になるようにしている． 
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 図 3.3.3 除害炉の全景        図 3.3.4 排気設備の全景 

 

３－３－１－３．アンモニア供給設備 

燃焼実験にはアンモニアを大量に供給する必要があるため，図 3.3.5 に示すアンモニア供給設備を導

入してアンモニアガスを供給している．液化アンモニアはボンベからサイホン管により液体のまま気化

器に導入される．気化器では電気ヒータで 50℃に保温された温水により，配管を通るアンモニアを安定

的に気化させてアンモニアガスを 100 kW 級モデル工業炉に供給する構成となっている． 

 

図 3.3.5 アンモニア供給設備の写真 
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３－３－２．100 kW 級モデル工業炉での加熱効率測定方法 

100 kW 級モデル工業炉を用いて加熱効率の測定方法について３－２－２項で述べた後，３－２－３

項で加熱効率改善策として取り組んだ内容について述べる． 

 

３－３－２－１．加熱効率算出方法 

熱を利用する各種操作においてその装置に供給された熱がいかに有効に使用されてその装置から出

ていくかという過程を詳細に知ることは，操業を効率よく行うために重要である．この熱の出入りの関

係を計算することを熱勘定という．一般的には熱勘定を行ってから作業基準を作成し，作業能率の向上

や製品の均質化を図る．原料や燃料が変化に対して操作方法の適正化を行うためにも，熱勘定が役立つ

[17]． 

熱勘定の手法については，様々な装置について JIS に制定されている．しかしながら，適切な熱勘定

の手法は装置の特性に依存するところが大きく，熱勘定の手法は抽象的な部分が多い．そこで本研究で

は，JIS で制定されている熱勘定の手法を基に，100 kW 級モデル工業炉への入熱と被加熱物から排出

される抜熱量，および，排ガスや放熱により燃焼炉外部に排出される排熱とを求めることから測定し，

加熱効率は，燃焼炉中での燃料ガス燃焼により発生した熱量（入熱）により被加熱物を加熱する際の効

率と定義する． 

 

３－３－２－２．入熱 

100 kW 級燃焼試験炉への入熱は，燃料の発熱量，および燃料，酸化剤，被加熱物の顕熱の合計であ

る．燃料の発熱量は低位発熱量である．燃料による入熱量は燃料の流量および低位発熱量を用いて式

(3.3.1)と定義する． 

 

 

 

ここで，𝐻l [W]は燃料の発熱量，𝑞v CityGas [Nm3/s]は都市ガスの体積流量，𝑞v NH3 [Nm3/s]はアンモニ

アの体積流量[Nm3/s]，𝐻l CityGas [MJ/Nm3]は都市ガスの低位発熱量，𝐻l NH3 [MJ/Nm3]はアンモニアの低

位発熱量である．  

 

３－３－２－３．有効熱量 

工業炉では鋼材などの被加熱物への伝熱量を有効熱量としている．加熱効率測定実験では，燃焼炉内

に挿入された水冷管を模擬被加熱物として，水冷管中を流れる冷却水が加熱されて燃焼炉外に排出され

る際に持ち出す抜熱量を有効熱量と定義する．100 kW 級モデル工業炉に模擬被加熱物として 12 本の

水冷管を挿入し，各水冷管による抜熱量の合計を 100 kW 級モデル工業炉での有効熱量とする．冷却水

の流量および冷却水の出入り口温度を測定することにより，有効熱量は式(3.3.2)によって求めることが

できる． 

 

 

 

ここで𝑄e [W]は有効熱量，𝜌water [kg/m3]は冷却水の密度，𝑐p water [kJ/kg ∙ K]は冷却水の定圧比熱，

𝑞v water [Nm3/s]は冷却水の体積流量，𝑇in [K]は冷却水の水冷管入口温度，𝑇out [K]は冷却水の水冷管出口

𝐻l = 𝑞v CityGas𝐻l CityGas + 𝑞v NH3𝐻l NH3 (3.3.1) 

 𝑄e = ∑ 𝑐p water𝜌water(𝑞v water)i{(𝑇out)i − (𝑇in)i} (3.3.2) 
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温度（添え字は水冷管番号を指す）である．有効熱量を算出するにあたって，水の比熱及び密度の温度

依存性による影響は少ないものとして，20℃，1 atm の物性値を用いた． 

 

３－３－２－４．放熱損失 

100 kW 級モデル工業炉の放熱損失は，炉壁の内壁面から外壁面への熱伝導で運ばれた，炉壁の外表

面からふく射伝熱および外気への対流伝熱により放熱される機構により，燃焼炉内部から燃焼炉外部へ

放出される熱量と定義できる．燃焼炉の外壁面から外気への放熱量は炉壁の伝導伝熱量と等しいため，

放熱損失は，燃焼炉の炉壁の内面および外面の表面温度を計測し，式(3.3.3)で炉壁の伝導伝熱量を求め

ることにより算出することができる． 

 

 

 

 

ここで，𝐿wall [W]は放熱損失，𝐴 [m2]は燃焼炉の表面積，𝛿i [W/(m ∙ K)]は各壁面の熱伝導率，𝜆i [m]は

各壁面の厚さ， 𝑇h [K]は炉壁内面温度，𝑇l [K]は炉壁外面温度である．本実験で使用する燃焼炉の壁面は

内側から断熱材であるイソウール 1500，イソウール 1260，鋼板の 3 層構造になっている．イソウール

1500，イソウール 1260，鋼板のそれぞれの厚さは 50 mm，50 mm，7 mm である． 

 

３－３－２－５．排ガス損失 

排ガス損失は，燃焼によって生じる排ガスが燃焼炉外に持ち出す熱量である．工業炉の熱損失のうち

で最も高い比率を占めている．排ガス損失は排ガス温度および排ガス流量によって決定される． 

実験では，排ガス温度は R 型熱電対を燃焼炉付近の煙道に煙道中央まで挿入し計測している．排ガス

流量は燃料の供給量から必要酸化剤流量を算出して，燃料が完全燃焼したものとして排ガスの組成及び

流量を算出した．燃料として用いる都市ガス 13A およびアンモニアの総括反応式を式(3.3.4)に示す．都

市ガスの総括反応式は都市ガスの各成分の総括反応式及び体積割合(表 3.3.1)から算出した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本実験では使用する酸化剤の流量が多く精度の良い流量計測が困難であるため，排ガス中の酸素濃度

を計測することにより酸化剤流量を設定した． 

  

 
𝐿wall =

𝐴

∑
𝛿i

𝜆i
 
(𝑇h − 𝑇l) (3.3.3) 

 

NH3 + 0.75O2 = 1.5H2O + 0.5N2 

(13A) + 2.25O2 = 1.17CO2 + 2.17H2O  

 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 

C2H6 + 3.5O2 = 2CO2 + 3H2O 

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O 

C4H10 + 6.5O2 = 4CO2 + 5H2O 

(3.3.4) 
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表 3.3.1 都市ガス(13A)の成分[18] 

 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 

体積割合［%］ 88.9 6.8 3.1 1.2 

重量割合［%］ 78 11 7 4 

 

排ガス温度および燃料流量，排ガス中の酸素濃度を計測することで排ガス損失は式(3.3.5)で求めるこ

とができる． 

 

 

 

 

ここで𝐿g [W]は排ガス損失，𝐺i [Nm3/s]は排ガスの体積流量，𝑐pg [J/(Nm3 ∙ K)]は排ガスの定圧比熱，

𝑇g [K]は排ガス温度，𝑇0 [K]は基準温度である． 

 

３－３－２－６．加熱効率計測装置 

加熱効率計測装置の外観写真を図 3.3.6，その構成図を図 3.3.7 に示す．有効熱量を計測するための模

擬被加熱物として燃焼試験炉内に水冷管を挿入する．水冷管の外径は 10 mm，肉厚は 1 mm として，

材質はアンモニアによって腐食されない SUS304 とした．水冷管はバーナー端面を始点として軸方向

300 mm の位置に，以降 250 mm 間隔に計 12 本を燃焼試験炉の側面から挿入して設置した．圧力損失

を考慮して水冷管 2 本を直列に配管したものを 1 系列として，6 系列を並列に配管している．冷却水は

水道水をポンプで昇圧し，ニードルバルブを用いて流量制御を行った．冷却水は燃焼試験炉内の水冷管

を通過する際に加熱され出口温度が上昇する． 

 

 

 

図 3.3.6 100 kW 級モデル工業炉に模擬被加熱物の水冷管を設置した様子 

 

 𝐿g = ∑ 𝐺i (𝑐pg)
i
(𝑇g − 𝑇0) (3.3.5) 
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図 3.3.7 加熱効率計測装置の構成図 

 

燃焼試験炉内に挿入されている冷却管の出入口には白金測温抵抗体が取り付けられており，冷却水の

出入口温度を計測する．本実験では出入口温度差が 10 K 程度であり，わずかな温度差の変化が加熱効

率の値に大きく影響するために，計測温度範囲において熱電対よりも精度が高い白金測温抵抗体を使用

した．また，流量調整バルブの直前に取り付けられた流量計を使用して冷却水流量を計測している． 

計測方法については，まず，都市ガスを燃料として燃焼炉を予熱後に燃料および酸化剤の流量を実験

条件に設定する．投入熱量は炉内最高温度が一般的な工業炉で多く使用されている温度を参考にして

1100℃となるよう調整した．1 時間以上の定常運転を行った後，バーナー側から軸方向に 300 mm，800 

mm，1400 mm，2100 mm，2900 mm に設置した炉壁温度計測用熱電対の表示温度の変化が全て 10 分

間で 3 K 以内となったところで定常状態に至ったと判断し，被加熱物である水冷管の出入り口温度およ

び冷却水の流量を計測した． 

実験で用いた加熱効率計測系の誤差について評価を行った．加熱効率計測に使用する計測器の機器誤

差を表 3.3.2 に示す．表 3.3.2 の計測器の誤差より加熱効率の誤差伝搬を算出した． 
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表 3.3.2 加熱効率計測系の誤差評価[19-25] 

 

 

例としてアンモニア都市ガス 30%混焼条件においての誤差伝搬を以下に示す．まず，入熱量及び有効

熱量を算出する． 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄e = ∑ 𝑐p water𝜌water(𝑞v water)i{(𝑇out)i − (𝑇in)i} = 50.3 ± 0.4 [kW] 

 

加熱効率は有効熱量と入熱量の比で表せるので以下の式(3.3.8)のように算出できる． 

 

 

 

 

 

 
𝑞v CityGas = 181 ± 6 [NL/min]，𝑞v NH3 = 223 ± 4 [NL/min] 

𝐻l = 𝑞v CityGas𝐻l CityGas + 𝑞v NH3𝐻l NH3 = 175 ± 4 [kW] 
(3.3.6) 

 

(𝑇out)1 = 20.9 ± 0.2 [K]，(𝑇out)2 = ⋯ 

(𝑇in)1 = 12.0 ± 0.2 [K]，(𝑇in)2 = ⋯ 

(𝑞v water)1 = 6.03 ± 0.03 [NL/min]，(𝑞v water)2 = ⋯ 

(3.3.7) 

 

𝐻l = 175 ± 4 [kW]，𝑄e = 50.3 ± 0.4 [kW] 

𝜂 =
𝑄e

𝐻l
× 100 = 28.8 ± 0.8 [%] 

(3.3.8) 
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以上より，本測定で使用する加熱効率計測系は試験条件によって多少異なるものの，加熱効率を±1%

程度の精度で計測できることが分かる． 

 

３－３－３．100 kW 級モデル工業炉での都市ガス/アンモニア混焼における加熱効率計測 

都市ガス/アンモニア混焼時の加熱効率に関して相対比較を重視し都市ガス/アンモニア混焼時の加熱

効率がほぼ同等である結果を得た．しかし実験結果から算出した有効熱量および排ガス損失，壁面放熱

の合計が入熱量より約 10%少ない結果であった．このため、まずこの 10%の原因究明を行って計測精度

向上を図り，その後に加熱効率向上の取り組みを行い，加熱効率 54%を達成し、2 段燃焼法を用いて加

熱効率の目標値 55%を達成した． 

 

３－３－３－１．熱量の誤差原因究明及び対策 

熱量誤差発生の原因として，以下の 3 つの要因を推定した． 

(1). 燃料および酸化剤の計測した流量と実流量が異なる可能性 

試験条件通りに燃料および酸化剤を供給すると排ガス組成が計算値と大きくずれることがあっ

た．空気燃焼時の排ガス中の酸素濃度は 1.1%程度だが 6%程度になることがあった．これは燃

料が流量計指示値よりも少ないこと，空気が過剰に投入されていること，燃料が完全燃焼してい

ないことが原因に挙げられる．排ガス中に一酸化炭素がほとんど検知されていないことから完

全燃焼していない可能性は低い．燃料および酸化剤流量の較正を行う必要があるが，流量が多い

ため大流量に対応した精密流量計が必要となった． 

 

(2). 壁面以外からの放熱損失 

放熱損失は壁面からの放熱と排ガスによる放熱を考えたが，その他に計測用ポートなどからの

放熱や燃焼炉の隙間等から燃焼ガスがリークすることによる放熱損失がある． 

 

(3). 燃焼炉の壁面に蓄熱されたことによる損失 

連続運転する工業炉の定常状態においては燃焼炉の壁面を加熱するために使用される熱損失は

考慮しない．本実験において 10 分間に 3 K 以下の温度変化のとき定常としたため，仮に 10 分

間に 3 K 以下の温度上昇があった場合は燃焼炉の壁面の加熱に使われた熱が熱損失となる． 

 

まず最も可能性の高いと思われる(1)について，大容量に対応可能な較正用の乾式流量計（シナガワ乾

式流量計 DS-160A(最大流量 160 m3/h まで測定可能)で 100 kW 級モデル工業炉で用いている空気用マ

スフローコントローラの較正を行った．図 3.3.8(a)に較正前の熱勘定の測定結果を，図 3.3.8(b)に較正後

の結果を反映した燃焼時の熱勘定の測定結果を示す．10%あった誤差の熱勘定が 3%となり精度向上を

図ることができた．なお，推定原因(2)については，３－３－３－２項にて報告するが，熱勘定への寄与

はなかった． 
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(a) 平成 28 度報告時の測定結果          (b) 平成 29 年度の途中測定結果 

図 3.3.8 加熱効率測定結果（すべて酸素濃度 21%の燃焼条件） 

 

３－３－３－２．実験の精度向上及び加熱効率向上の取り組み 

加熱効率が予想値の 55％より低いことに対して，想定される要因として可能性の高い順に， 

①被加熱物の表面積の影響 ②水量不足の影響で被加熱物の配管の温度境界層に気泡が発生し潜熱

として炉外に放出されている ③被加熱物である水冷管の熱伝導率の影響 ④炉体及び炉外の被加熱

物配管からの熱損失 を挙げ確認実験を行った．以下に確認実験の詳細について述べる． 

 

３－３－３－２－１．模擬被加熱物の水冷管の熱伝導率の影響 

模擬被加熱物として使用した水冷管は，アンモニアによる腐食を考慮して SUS304 を採用していた

が，材料特性として熱伝導率は，銅と比較して約 1 桁低い．（銅の熱伝導率 398 W/m・K，代表的な

SUS の熱伝導率 20 W/m・K）ただし水の熱伝導率はさらに 1 桁以上低いので熱伝導系を律速する要因

ではないと考え SUS304 管を用いていた．今回確認のため SUS304 管を，Cu 管に変更して加熱効率を

計測した. 

測定に当たっては，Cu 管に交換したことで炉内温度分が変化しないように，温度分布の勾配が小さ

い炉の中央付近の 2 本を Cu 管に交換して，各管の入熱量を比較した．その結果 SUS304 管 No.9 , No.10

それぞれの入熱量は，4.9 W と 5.2 W に対して，Cu 管に交換した場合の Cu 管 No.9，No.10 それぞれ

の入熱量は，4.7 W, 4.9 W となり誤差範囲で同等の値を得た．なお実験後に Cu 管を炉外に取り出して

表面観測したところ，腐食の影響がないことが確認された． 

 

３－３－３－２－２．模擬被加熱物の水冷管流量の妥当性及び被加熱物表面積の影響 

従来の実験は，図 3.3.9(a)に示すように，Φ10 mm の SUS304 管 2 本を直列に配管したものを 1 系列

として，6 系列を並列に配管していた．これを 1 本あたりの流量を増やすために図 3.3.9(b)のように変

更した．すなわち，Φ20 mm の Cu 管を 3 本直列に配管したものを 1 系列として，4 系列を並列に配管

した．クーリングタワーの総供給量の制限から，1 系統のみ最大 50 L/min その他の 3 系統は 30 L/min

の流量を流すことができる構成である． 
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(a) 従来の測定系構成                 (b) 新測定系構成 

図 3.3.9 模擬被加熱物の水冷管接続の改良方法 

 

流量による加熱効率への影響を検討するために，前述の最大流量可能な条件と，4 系統すべてに 20 

L/min,流した場合と図 3.3.9(a)の従来構成における 6 L/min 流した場合の加熱効率測定結果を図 3.3.10

に示す． 

流量 10 L/min から 20 L/min あるいは，30 L/min ~ 50 L/min に流量を増やした場合，加熱効率はそ

れぞれ 48%，51%となった．これは測定系の誤差は±0.5%から判断すると，僅かだが 20 L/min では飽

和していないと思われる．このとき 10 L/min から 20 L/min への変化は大きいが 20 L/min から 30 

L/min ~ 50 L/min へ増加させた場合の加熱効率の変化は僅かであり，ほぼ飽和領域にあると思われる．

装置構成上の制約もあり今後の標準実験条件として 4 系統に水流 20 L/min を供給することとした． 

本実験で 6 L/min 流した場合と 20 L/min 流した場合，管内の冷却水流速は，6 L/min 流した場合の

方が速いので，前述の②の流量不足による熱境界層の影響は少ないと判断した．熱勘定の差は，Cu 管

の表面積が 4 倍になった効果が最も大きいと思われる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.10 流量の加熱効率への影響（13A 酸素富化 30% 燃焼実験 ） 
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３－３－３－２－３．炉体及び炉外の被加熱物配管からの熱損失の影響 

加熱物銅配管の炉出口から測温抵抗体の間は，Cu 管がむき出しになっており放熱による損失の可能

性がある．被加熱物銅配管の出口側の温度は高々35℃程度であり，また炉上面温度は 150℃であり，放

熱ロスの加熱効率への影響は小さいと予想したが，確認のため，図 3.3. 11(a)の様に Cu 管がむき出しに

なっているすべての Cu 管に断熱材を設けた（図 3.3.11(b)の円状赤点線部）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 従来構成          (b) 炉外銅管の放熱ロス対策後の様子 

図 3.3.11 被加熱物 Cu 配管の炉外の様子 

 

さらに，炉側壁のうち放熱ロスが大きいと思われる炉壁上面（側面より約 60℃高く 150℃）について，

図 3.3.12 に示す様に断熱材を設けた．この様な構成で燃焼実験を行ったが全熱勘定の変化はなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 炉壁上面（断熱材なし）     (b) 炉壁上面（断熱材あり） 

図 3.3.12 100 kW 級モデル工業炉の上面炉壁の様子 

 

３－３－３－２－１項の模擬被加熱物の水冷管の熱伝導率の影響，３－３－３－２－２項の模擬被加

熱物の水冷管流量の妥当性及び被加熱物表面積の影響，３－３－３－２－３項の炉体及び炉外の加熱物

配管からの熱損失の影響，等の検討結果より以降の加熱効率の計測では，Φ20 mm の Cu 管を 3 本直列

に配管したものを 1 系列として，4 系列を並列に配置し水量を 20 L/min を標準条件とした．従来構成

と変更後の内容を表 3.3.3 に示す． 
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表 3.3.3 加熱効率測定系の従来構成と変更点のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３－３－２－４．都市ガス/アンモニア 30%混焼時の実験結果 

表 3.3.3 に述べた実験系の構成で酸素富化 30%の条件で都市ガス専焼及び都市ガス/アンモニア 30%

の混焼実験を行った．酸化剤は常温と 500℃に加熱した場合の 2 条件で行った．表 3.3.4 に酸化剤流量，

燃料流量，酸化剤温度の実験条件を示す． 

燃焼実験は，まず都市ガスを燃料として炉を予熱した後，燃料および酸化剤流量を実験条件に設定す

る．炉内温度の変化が 10 分間で 3 K 以内となったところで定常状態に至ったと判断し，炉内温度分布

および冷却管の抜熱量，排ガス組成の計測を行った． 

なお，酸素富化率は式(3.3.9)のように定義した． 

 

 𝛺 =
𝑞𝑂2

𝑞𝑂2
+ 𝑞𝑁2

 (3.3.9) 

 

ここで，𝑞𝑂2
は酸化剤中に含まれる酸素含有量，𝑞𝑁2

は酸化剤中に含まれる窒素含有量である． 

 

表 3.3.4 実験条件 

 都市ガス 

(13A) 

都市ガス/ 

アンモニア 

30％混焼 

出力  kW 145 145 

NH3混焼率  - 0 0.3 

燃 料 

流 量 

13A L/min 214 150 

NH3 L/min 0 185 

酸化剤温度  ℃ 室温，500℃(2 条件） 

酸化剤酸素濃度  - 0.3 

酸化剤酸素濃度  - 1.05 

 

図 3.3.13 に実験結果を示す．都市ガス専焼において Cu 管径 10 mm の場合の加熱効率が 40% に対

して Cu 管径を 20 mm にした場合，加熱効率が 48%になる．さらに実工業炉では廃熱回収が行われる

ので本実験で実現可能な 500℃に酸化剤を加熱した燃焼実験では，加熱効率が 54%まで向上した．都市

ガス/アンモニア 30%混焼実験においても同等の結果を得た．一連の実験の炉内の上面温度分布を図
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3.3.14 に示す．いずれの条件でもバーナーからの距離が 2.1 m の位置において温度が最も高くなってい

る．また，酸化剤予熱を行うことで 50℃程温度が上昇している． 

 

図 3.3.13 都市ガス専焼及び都市ガス/アンモニア 30%混焼時の加熱効率 

（酸化剤温度; ①常温，②500℃） 

 

３－３－３－２－５．２段燃焼を採用したアンモニア 30%混焼の実験結果 

これまで検討してきた条件に，低 NOx 化を実現するための 2 段燃焼法（Staging）を取り入れた加

熱効率の検討を行った．表 3.3.5 に燃焼条件と排ガス温度，NOx 排出量，加熱効率の測定結果を示

す．燃焼は，３－３－３－２－４項で述べた条件と同様な条件で NH3 30%混焼，酸素富化 30%，酸化

剤温度 500℃で行った． 

 

表 3.3.5 燃焼条件と測定結果 

 

 

表 3.3.5 の黄色着色部に測定結果を示す．2 段燃焼を行うことで NOx 排出量が法定規制値以下(11%

換算 150ppm 以下)を実現している．この時加熱効率 55%を達成している．2 段燃焼を行うことで加熱

1 段 Staging 1 Staging 2

30 ← ←

30 ← ←

500 ← ←

Vfuel ← ←

1次 VOX1 VOX1 2×VOX1

2次 × VOX2 ←

1033 996 1022

54 55 55

> 2500 147 150

排ガス温度 (℃)

加熱効率 (％)

NOx (ppm)

条　　　件

NH3混焼率 (％)

酸素富化率 (％)

酸化剤温度 (℃)

流
速

(m/s)

燃料

酸化剤
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効率が向上したのは，図 3.3.14 に示す様に従来燃焼（1 段燃焼）に比べ高温領域が炉のバーナー側へ

移動し排ガス温度が低下していることが要因と思われる． 

 

図 3.3.14 都市ガス/アンモニア 30%混焼時の炉上部の温度分布 

2 段燃焼(Staging1, Staging2)，1 段燃焼 

 

図 3.3.15 に熱勘定と NOx 排出量のこれまでの取り組み結果をまとめた． 

 

図 3.3.15 都市ガス/アンモニア 30%混焼時の熱勘定と NOx 排出量のまとめ 

 

３－３－４．小型モデル工業炉での燃焼試験のまとめ 

100 kW 級モデル工業炉における加熱効率の測定において，都市ガスとアンモニア 30％混焼時の加熱

効率が同等であることを示したが，加熱効率が 34%と目標の 55%以上から解離した結果であったがそ
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の原因を探索し加熱効率測定系の構成を見直し，都市ガス/アンモニア混焼実験を行うことで以下の知見

が得られた． 

(1)．都市ガス専焼と都市ガス(13A)/アンモニア 30%混焼で加熱効率 54%と同等な加熱効率が得ら

れた． 

(2)．今回の加熱効率向上に一番大きく寄与したのは被加熱物表面積の影響が大きいことを明確に

し，従来径 10 mm を，20 mm に変更して実施した． 

(3). 酸化剤加熱による加熱効率向上は予想された効果を得た． 

２段燃焼等を導入し加熱効率 55%と NOx 排出量の環境基準である 150 ppm 以下を達成した． 

 

 

３－４．アンモニアと炭化水素燃料との混焼による火炎伝熱強化技術の開発 

アンモニアと炭化水素燃料との混焼による火炎伝熱強化技術の開発の一つとして，混焼による火炎を

被加熱物に直接衝突させて高い熱流束供給と低 CO2 排出量とを両立させるためのアンモニア混焼衝突

噴流火炎バーナーの基礎伝熱評価の研究を行っている． 

都市ガス等と酸化剤に酸素を用いて燃焼させた火炎を被加熱物に直接衝突させる衝突噴流火炎は，工

業的に広く用いられており，特に製鉄の脱脂工程等で広く用いられている．脱脂工程等に於いて，アン

モニアを燃料とした衝突噴流火炎を適用することにより CO2 の排出量削減と伝熱効率の向上を同時に

達成できる可能性がある．対流熱伝達による伝熱が支配的である衝突噴流火炎は，高い伝熱効率のため

に工業的に広く利用されているが，燃料にアンモニアを使用した研究結果は報告が見当たらない．また

アンモニアの層流燃焼速度が遅いことにより，衝突時に火炎が冷却されクエンチによる未燃アンモニア

の発生等の可能性も危惧される．そのため，本研究ではアンモニアとメタンとの混焼による衝突噴流火

炎の伝熱特性を解明することを目的として，都市ガスよりも特性の安定した炭化水素燃料であるメタン

とアンモニアの混焼割合による火炎形態の変化を検討した．以下に実験内容の詳細を記す． 

 

３－４－１．火炎の基礎的な伝熱評価方法 

基礎伝熱特性評価のために，工業的な燃料として広く使用されている都市ガスの代わりにメタンとア

ンモニアを用いて衝突噴流火炎の熱流束分布の計測を行った．そのために，大陽日酸(株)と共同で火炎

強制対流伝熱評価実験装置を構築した．更に，メタンの発熱量の一部をアンモニアで代替した際の火炎

形態の変化についても検討を行った． 

衝突噴流火炎において，火炎から法平面への熱流束分布は，加熱効率や被加熱物の温度分布等に大き

な影響を及ぼす．熱流束は燃料の組成だけでなく，当量比，バーナー中心口におけるレイノルズ数，バ

ーナーと法平面の距離等多くの要素で決定される値である．炭化水素燃料に関しては被加熱物平板への

熱流束だけでなく，流れや火炎構造[26]，排気ガスの特徴についても調べられている[27]．しかし，燃料と

してアンモニアを適用した例は存在せず，アンモニアの燃料利用における被加熱物平板への熱流束分布

特性を検討することが重要である．まず衝突噴流火炎の燃料としてアンモニアの適用可能性を検討する

ために，2 種類の実験を行った．一方は工業的に広く用いられている都市ガスの代わりに特性の安定し

ているメタンを燃料とした熱流束分布の計測であり，他方はメタンの発熱量の一部をアンモニアで代替

する際の火炎形態の変化に対する検討である． 

熱流束の測定方法については，主に被加熱物を挿入する方法，表面プローブを用いる方法が報告され

ている[28]．安定した実験データ取得を目的として構築した火炎強制対流伝熱評価実験装置では，被加熱
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物表面の冷却と伝熱による被加熱物温度上昇計測とを同時に行うことができる，被加熱物中を流れる循

環冷却水の温度計測による方法を採用している．温度計測は，一般的な熱電対に比べて精度が高い測温

抵抗体を用いる[29]．JIS(日本工業規格)によると，工業的に最もよく使用される K 熱電対は常温におい

て許容差が最大±2.5℃であるのに対して，白金測温抵抗体は常温で許容差が±0.3℃程度である[30, 31]． 

衝突噴流火炎の研究は一般的に大気開放系にて行われている．ただし，アンモニアを燃料とする際に

は，人体に有害な未燃アンモニアの発生が懸念されるため，火炎強制対流伝熱評価実験装置全体を囲む

局所排気設備を構築する必要がある．以下に実験に用いた各装置について述べる． 

 

３－４－２．対流伝熱評価実験装置の概略 

本装置は，噴流非予混合バーナー，燃料・酸化剤供給制御系，銅製の模擬被加熱物，模擬被加熱物を

冷却する循環水供給系，循環水温度計測系および局所排気設備から構成される．バーナーで噴流非予混

合火炎を形成して，銅製の模擬被加熱物の内部を流れる循環水の温度上昇と流量を計測することによっ

て熱流束分布を求めた．また，アンモニアとメタン混焼における火炎を撮影してメタン専焼の火炎との

比較を行った．以下にそれぞれの構成について述べる． 

 

３－４－２－１．噴流非予混合バーナー 

衝突噴流火炎による熱流束分布測定のために，燃料と酸化剤とを非予混合状態で吐出し火炎帯で着火

させて衝突噴流火炎を形成させる噴流バーナーを作製した．メタン専焼時の熱流束分布測定には，燃料

にメタン，酸化剤に酸素を用いた．またアンモニアとメタンの混焼実験の際には，流量制御されたメタ

ンとアンモニアの混合気体を燃料とし，酸化剤に酸素を用いた．酸化剤に酸素を用いることで，衝突噴

流火炎の安定化と，空気の場合に比べて平板状模擬被加熱物への熱流束の増加が期待される．空気中に

は燃焼反応に寄与しない窒素が約 80%含まれるため，酸化剤が空気の場合には反応熱の一部が窒素の加

熱に使われるためである． 

 

３－４－２－２．循環水温度計測系 

衝突噴流火炎を平板状の模擬被加熱物に衝突させて強制対流伝熱を起こさせて熱流束を測定する．こ

のための模擬被加熱物として，各々高さが同じ長方形断面を持つ銅管を，25 本隙間なく並べてその表面

が平板状になった銅ブロックを用いた．実験で用いた模擬被加熱物の概略図を図 3.4.1 に示す．銅管の

断面積はそれぞれの銅管で異なっており，中心付近の銅管の断面積が小さく，外側に向かうにつれて銅

管の断面積が大きくなるように配置されている．熱流束計測には中心付近の断面積の小さな銅管を用い，

外側の銅管に流れる水は冷却用として用いるため，外側には断面積の大きな銅管を配置した．銅管列に

よって構成された模擬被加熱物は，長さ 470 mm，幅 465 mm である．衝突噴流火炎は大量の熱流束を

有するので，模擬被加熱物表面温度がその融点を超える危険性がある．そのために熱伝導率の高い銅を

用いて各銅管に冷却水を流して銅ブロックを冷却して表面温度の異常上昇を抑制した． 
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図 3.4.1 銅製模擬被加熱物の概略図（バーナー側から見た上面） 

 

火炎から模擬被加熱物へ流入する熱流束を計測する手法として，銅管中を流れる循環水の流量と，白

金測温抵抗体を用いて測定した入口・出口の上昇温度とにより求める方法を採用した．それぞれの銅管

に任意の流量で循環水を流し，加熱部を通過する前後の循環水の温度差とその流量を計測することで，

熱流束を求めることができる． 

熱流束の計測手法としては，本実験で用いた水の温度上昇を測定する方法の他に，平板状の被加熱物

を挿入する方法や表面プローブを用いる方法がある．平板状の被加熱物を挿入する方法は，エネルギー

バランスから被加熱物への熱流束を計算する方法である．この方法は簡単に実験を行うことができるが，

平均熱流束のみが測定され，熱流束分布を測定することはできない．表面プローブを用いる方法は対象

物への熱流束を直接計測できるという利点があるが，高い空間分解能で測定するためには高度な制御が

要求され，表面温度が高い場合にはプローブの材質や冷却方法等が制限される[32]．しかし，本方法では

模擬被加熱物の冷却と温度計測とを同時に行うことができるという利点があるため，今回採用した． 

次に模擬被加熱物における熱流束分布計測方法について述べる．長方形断面の銅管は水の流れる方向

と直交方向に 25 本隙間なく平行に並べられており，バーナー中心軸からの距離に応じた矩形状の銅管

に対応した熱流束分布を求めることができる．本実験では熱流束分布を得るために，バーナーを銅管内

に流れる冷却水の流れ方向と直交する方向に平行移動させて，6 mm 幅の銅管 1 本のみを用いて入口・

出口間の上昇温度を測定した．特定の銅管 1 本のみを計測用として用いることにより，それぞれの白金

測温抵抗体の特性ばらつきや各銅管の表面状態ばらつきを抑えることができる．また十分な空間分解能

を確保するために，計測に用いる銅管の断面積を小さくした．計測用の銅管から離れた場所では，銅管

の内径を大きくした． 

 

３－４－２－３．循環水供給系 

銅管に流れる水は循環水であり，衝突噴流火炎によって加熱されて温度計測された水は冷却塔により

冷却されて再び銅管に供給される．各銅管に流れる水は流量計により各銅管に流れる水の流量が測定さ
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れる．本研究では 3 種類の流量計を用いており，図 3.4.1 において幅が 6 mm の銅管に供給される水の

流量はコリオリ式流量計，幅が 10 mm の銅管および幅が 15 mm の銅管に流れる水の流量は電磁式流

量計，幅が 40 mm の銅管中の水の流量は電磁式流量計で測定された．中心付近の銅管は測定に用いる

ため微小流量を測定できるコリオリ式流量計を採用した．中心から離れた銅管に流れる水は冷却に用い

られるため，比較的大流量を測定することができる電磁式流量計を用いた．銅管に流すことで加熱され

た水は開放式，向流型の冷却塔で冷却される．  

 

３－４－２－４．局所排気装置 

メタンとアンモニアを燃料とした衝突噴流火炎の実験の際には，排気ガス中に未燃アンモニアや一酸

化炭素，窒素酸化物等の人体に対して有害なガスが発生する懸念がある．本研究ではこれらの有毒ガス

の危険性を考慮して，実験装置全体を覆う囲いと排気設備を設けた局所排気装置を構築した．図 3.4.2

に局所排気装置内の実験装置概略図を示す．囲いは 2 重構造になっており，外側の囲いは実験装置全体

を覆い，内側の囲いは実験装置下部のみを囲んでいる．排気ガスはブロワーによって実験装置上部から

排気される． 

 

図 3.4.2 局所排気装置内の実験装置概略図 

 

外囲いは側面の下部が開いており，周囲空気は外囲い下部から流入して，実験装置上部から排気され

る．また，外囲いには，火炎の観測のためにガラス窓(250 mm × 100 mm)を取り付けた．外囲いの窓が

取り付けられていない 1 面は，取り外し可能な扉を設けて出入りができるようにして，内部での作業効

率を高めた．囲い上部の排気口付近には熱電対が取り付けられており，排気ガスの温度を常時測定でき

る．排気ガスは実験装置上部からブロワーによって，100 kW 級モデル工業炉用のアンモニア燃焼式除

害炉(大陽日酸，HCP-150A)を通り排気設備(デュコル，D15170)に導入される．このように 100 kW 級

モデル工業炉用で構築・使用している排気処理設備を共用することにより経費削減と設置面積縮小化を

図っている．併せて CO 検知器システムを設計・発注して外囲い付近に設置して安全対策を強化した．  

 

３－４－３．熱流束分布の導出（アーベル逆変換） 

測温抵抗体は各銅管の入口と出口の両端に取り付けられ，加熱前の冷却水温度と加熱後の冷却水温度

とを測定する．得られたデータは銅平板上各点における熱流束を銅管方向(冷却水の流れ方向)に線積分

した値となる．熱流束分布を求めるためには，バーナー火炎の軸対称性を仮定して，これらの線積分値

をアーベル逆変換する必要がある．以下にアーベル逆変換の概略を示す． 

Outer
enclosure

Inner 
enclosure
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アーベル逆変換とは軸対称の関数に対して用いられる方法で，線積分値から元の関数を求める手法で

ある．衝突噴流火炎においては銅板が受け取る熱流束は軸対称になると考えられるので，アーベル逆変

換が適用できる．図 3.4.3 に任意の軸対称関数において，軸に対する法平面と，その線積分値の関係を

示す．ここで𝑓(𝑟)は軸対称関数であり，未知関数である．ℎ(𝑦)は軸対称関数𝑓(𝑟)を𝑥軸に線積分した値で

ある．すなわち， 

 

ℎ(𝑦) = ∫ 𝑓(𝑟)𝑑𝑥
∞

−∞

 (3.4.1) 

なる関係が成立する． 

 

図 3.4.3 軸対称空間分布関数の線積分[33] 

 

中心軸からの距離𝑟は直交座標と極座標の関係𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2が成り立つので，式(3.4.1)は， 

 

ℎ(𝑦) = 2 ∫ 𝑓(𝑟)
𝑟

√𝑟2 − 𝑦2
𝑑𝑟

∞

𝑦

 (3.4.2) 

 

と変換できる．この式から未知関数𝑓(𝑟)はアーベル逆変換によって解析的に計算することができて， 

 

𝑓(𝑟) = −
1

𝜋
∫

𝑑ℎ(𝑦)

𝑑𝑦
 

1

√𝑦2 − 𝑟2
𝑑𝑦

∞

𝑦

 (3.4.3) 

 

となる[34]．実験で得られるデータは離散的な値をとるので，以下に示す方法により数値的に計算する．

初めに未知関数𝑓(𝑟)を級数展開する． 

 

３－４－３－１．フーリエ波級数近似法 

式(3.4.3)の未知関数𝑓(𝑟)を級数展開する方法として，高次フーリエ級数展開を用いる場合を以下に

示す． 
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𝑓(𝑟) = ∑ 𝐴𝑛𝑓𝑛(𝑟)

𝑁𝑢

𝑛=𝑁𝑙

 (3.4.4) 

 

ここで𝐴𝑛は未知の振幅であり，𝑓𝑛(𝑟)は式(3.4.5)に示す COS 関数である． 

 

𝑓0(𝑟) = 1, 𝑓𝑛(𝑟) = 1 − (−1)𝑛 cos (𝑛𝜋
𝑟

𝑅
) 

 
(3.4.5) 

 

この級数展開された未知関数の収束半径を𝑅として式(3.4.2)に代入すると，式(3.4.4)のアーベル変換

は次式のように表すことができる． 

 

𝐻(𝑦) = 2 ∑ 𝐴𝑛

𝑁𝑢

𝑛=𝑁𝑙

∫ 𝑓𝑛(𝑟)
𝑟

√𝑟2 − 𝑦2
𝑑𝑟

𝑅

𝑦

 (3.4.6) 

 

となる．ここでそれぞれの積分， 

 

ℎ𝑛(𝑦) = ∫ 𝑓𝑛(𝑟)
𝑟

√𝑟2 − 𝑦2
𝑑𝑟

𝑅

𝑦

 (3.4.7) 

 

を前もって計算する．実験での計測点𝑦𝑘について前もって計算された式(3.4.6)と，実験データℎ(𝑦)に

対して，次式で示す最小二乗法を用いて振幅𝐴𝑛を求める． 

 

∑(𝐻(𝑦𝑘) − ℎ(𝑦𝑘))
2

→ 𝑚𝑖𝑛

𝑁

𝑘=1

 (3.4.8) 

 

こうして得られた振幅を式(3.4.4)に代入することで，未知関数𝑓(𝑟)を求めることができる[35]． 

 

３－４－３－２．ガウス関数級数近似法 

式(3.4.3)の未知関数𝑓(𝑟)をフーリエ級数展開する場合，測定端部での値が十分に小さくない場合

は，それ以降のデータが欠落していることにより，級数近似した値に振動成分が残ることが有る．こ

の影響を避けるためには，高次ガウス関数級数展開を用いるとよい場合がある．式(3.4.3)の未知関数

𝑓(𝑟)をガウス関数級数展開する方法を以下に示す[36]． 

 

𝑓(𝑟) = 𝑒−𝛼𝑦2
∑ 𝑎𝑛𝑒−(𝑛−1)𝛽𝑦2

𝑁

𝑛=1

 (3.4.9) 
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未知関数𝑓(𝑟)を式（3.4.9）のように近似して測定データにフィッティングさせる．これをアーベル逆

変換すると，次式が得られる． 

 

𝐻(𝑦) = 𝑒−𝛼𝑦2
∑ 𝑏𝑛𝑒−(𝑛−1)𝛽𝑦2

𝑁

𝑛=1

 (3.4.10) 

ここで， 

𝑏𝑛 = 𝑎𝑛
√

𝛼 + (𝑛 − 1)𝛽

𝜋
 (3.4.11) 

である． 

 式(3.4.9)を測定データにフィッティングして係数を決めるのであるが，係数 α，β，N には任意性があ

るため，無限のパターンが考えられる．そのため，下記のようにして，フィッティングを行う． 

・α，β，N を決めた後，最小二乗法で係数 an を決定 

・係数を求め，次の物理条件を満たすもので最小二乗が最も小さいものを選ぶ 

  ・領域の外側で単調減少 

  ・変換後の関数の極値の数を 3 未満にする 

 以上のようにして，係数 α，β，N を求めることにより，式(3.4.11)のアーベル逆変換が得られる． 

 

３－４－４．メタン専焼とアンモニア/メタン混焼火炎における熱流束分布及び火炎形態の検討 

３－４－４－１．メタン専焼での熱流束分布計測 

３－４－４－１－１．実験装置 

衝突噴流火炎が平板状の模擬被加熱物に衝突した際に起こる強制対流伝熱により被加熱物に伝達さ

れる熱流束を測定した．メタン専焼の場合とアンモニアとメタン混焼時の場合の測定を行い，比較を試

みた．まず初めにメタン専焼での熱流束分布および火炎形態の観察を行った． 

熱流束測定に用いる実験装置は，前節で記述した図 3.4.2 の局所排気装置内に鉛直下方向に設置した

噴流非予混合バーナーからの火炎を図 3.4.1 の銅製平板模擬被加熱物に上から衝突させてその模擬被加

熱物の水冷細管中を流れる冷却水温度の入口と出口の温度差を計測して熱流束の計測を行った．図3.4.4

にガス供給系概略図を示す．メタンを燃料として，酸化剤に酸素を用いた．メタンおよび 2 次酸素はバ

ルブで流量を調節して，マスフローメータを用いて流量を測定した．1 次酸素はマスフローコントロー

ラによって流量を制御した．模擬被加熱物を冷却させる必要があるため，バルブで流量を調節して各銅

管に冷却水を流した．銅管内を流れる水は循環水であり，銅管内を通過し加熱された水を冷却塔におい

て外気と熱交換することで冷却して，渦巻きポンプで圧送した．実験装置全体を囲いで覆い，上部に取

り付けられた排気ダクトから排気を行った． 
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図 3.4.4 実験装置のガス供給系概略図 

 

３－４－４－１－２．火炎からの熱流束分布計測の実験方法 

衝突噴流火炎から模擬被加熱物への熱流束分布を求めるために，模擬被加熱物を構成している各銅管

に流れる水の加熱前後の温度差を測定した．温度計として，温度による電気抵抗の変化を利用した電気

抵抗式温度計を用いた．銅管を流れる水の流量はコリオリ式流量計にて測定した．そして，測定した温

度と流量を用いて時間あたりの熱バランスから熱流束を求めた．バーナー中心軸と模擬被加熱物の交点

からの距離に応じた熱流束分布を求めるために，バーナーを模擬被加熱物に対して手動で平行移動させ

た．各測定器やそれぞれの銅管の表面状態によるばらつきを抑えるために，25 本の銅管の 1 本のみを

温度差の測定用に用いた． 

バーナーの定格出力は 35 kW に設定した．なお，本報告では酸素比を，1 kg の燃料に対して理論量

の何倍の酸素が供給されたかを表す値として定義する． 

出力 35 kW の条件における供給酸素比を 1.1，1 次 : 2 次酸素比を 8 : 2 にして実験を行った．35 kW

まで出力を上昇させて水の加熱前後の温度差が時間的に変化しなくなった時間を定常と判断して，水の

流量と温度差を測定した．測定後，バーナーを平行移動させるため消火した．排気温度が 15℃程度に下

がり，装置の囲い内部に一酸化炭素が残留していないことを確認してバーナーを平行移動させた．模擬

被加熱物を構成する銅管のうち測定用の銅管の幅は 6 mm であるため，バーナーを 6 mm ずつ平行移動

させて，バーナー中心軸と模擬被加熱物の交点から測定用の銅管までの距離が 150 mm となるまで同様

の実験を繰り返した．バーナーと模擬被加熱物の距離は 300 mm で固定した．測定用銅管に流す冷却水

の流量はコリオリ式流量計を用いて 1000 mL/min に設定した． 

 

３－４－４－１－３．熱バランスによる熱流束の計算 

本研究では，得られた流量と温度差を用いて，熱バランスから熱流束分布を算出した．本節では熱流

束分布の計算方法を示す． 

図 3.4.5 に模擬被加熱物を構成する銅管のうち測定用の銅管のエネルギーバランスの模式図を示す．

火炎によって銅管の上面は加熱され，銅管の下面は大気と接している．紙面の奥行方向には銅管が隣接

している．加熱前の温度を測定する温度計の位置を原点にとり，水の流れ方向に向かって𝑥軸をとる． 
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図 3.4.5 銅管のエネルギーバランス 

 

加熱後の温度を測定するための温度計の位置を𝑥 = 𝐿とする．銅管は正方形断面を有しており，銅管の

幅および奥行きの大きさを𝐻とする．熱バランスを考えるために𝑥と𝑥 + 𝑑𝑥で囲まれた検査体積をとり，

衝突噴流火炎によって検査体積の上面から流入する熱流束を𝑞(𝑥)とする．銅管上面の温度差に比べて，

銅管の下面および紙面奥行方向の温度差は非常に小さいため，上面以外からの熱の流出入は無視できる

とした．流れ方向における水の温度上昇量は上面からの熱流束に比べて十分小さいため，流れ方向にお

ける熱伝導を無視すると，検査体積内における熱バランスから， 

 

�̇�𝑐𝑝𝑇𝑚(𝑥 + 𝑑𝑥) = �̇�𝑐𝑝𝑇𝑚(𝑥) + 𝑞(𝑥)𝐻𝑑𝑥 (3.4.12) 

 

と表される．ただし，�̇�は質量流量，𝑐𝑝は定圧比熱，𝑇𝑚は混合平均温度である．断面平均流速を𝑢𝑚，

水の密度を𝜌とすると， 

 

�̇� = 𝜌𝑢𝑚𝐻2 (3.4.13) 

 

の関係が成立するので， 

 

𝑑𝑇𝑚

𝑑𝑥
=

𝑞(𝑥)

𝜌𝑐𝑝𝑢𝑚𝐻
 (3.4.14) 

 

となる[37]．温度変化による物性値の変化を無視して式(3.4.14)を積分すると， 

 

∫ 𝑞(𝑥)𝐻𝑑𝑥
𝐿

0

= 𝜌𝑐𝑝𝑢𝑚𝐻2{𝑇𝑚(𝐿) − 𝑇𝑚(0)} (3.4.15) 

 

体積流量を𝑄として式(3.4.16)が得られる． 

 

∫ 𝑞(𝑥)𝐻𝑑𝑥
𝐿

0

= 𝜌𝑐𝑝𝑄{𝑇𝑚(𝐿) − 𝑇𝑚(0)} (3.4.16) 
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従って，式(3.4.16)の右辺を計算することで，銅管上面から流入する熱量を計算することができる．こ

うして得られた熱流束は銅管の長手方向に積算された値となるため，アーベル逆変換を用いてバーナー

中心軸からの距離に対応した熱流束分布を求めた．アーベル逆変換は軸対称関数に対して適用できる．

本研究で用いた実験装置系においては水の流れ方向および隣接する銅管への熱流束は火炎からの熱流

束に比べて非常に小さく無視できるため，アーベル逆変換が適用できると考えられる．図 3.4.6 に模擬

被加熱物(受熱板)の中を流れる冷却水温度差測定から，衝突噴流火炎の熱流束分布測定を行う模式的な

手順を示す． 

 

図 3.4.6 模擬被加熱物(受熱板)の冷却水温度差測定から火炎の熱流束分布測定手順 

 

３－４－４－１－４．熱流束測定結果および考察 

 メタンの投入発熱量を 35 kW とし，供給酸素比 1.1，1 次 : 2 次酸素比を 8 : 2 とした際の熱流束分

布を図 3.4.7 に示す．バーナー中心軸と模擬被加熱物の交点からの距離を横軸にとり，縦軸にバーナー

中心軸における熱流束で正規化した熱流束の値をとった．模擬被加熱物を構成する銅管に流れる水の流

量により熱流束が変化するため，縦軸を正規化した．水の流量の増加により熱流束が低下するのは，次

の理由による．管内の流速が上昇するに従って温度境界層厚さが減少する．熱伝達係数はおよそ温度境

界層厚さに反比例するため[38]，管内の流速の上昇により熱流束が上昇する． 

 

図 3.4.7 メタン専焼時の熱流束分布 

 

図 3.4.7 より，𝑟 < 50 mmの領域においては，バーナー中心軸上の点で最も熱流束が高く，バーナーか

らの距離が大きくなるにつれて熱流束が低下していることが分かる．よどみ点に衝突した既燃ガスが模

冷却水 受熱板（模式図）

アーベル逆変換

x

ΔQ

O
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擬被加熱物上に沿って放射状に広がっていくため，バーナーからの距離が大きくなるにつれて熱流束が

大きく低下する．また，この結果では熱流束分布に周期的な増減変動が見られている．これは，測定領

域が有限であることにより，正弦波級数近似の高次の収束が悪いことが原因していると考えられる．よ

り良い級数展開を行うため，以後の実験ではガウス関数近似法を試みた． 

また，よどみ点で熱流束が最高値をとることから，バーナー中心から噴出される 1 次酸素が模擬被加

熱物に衝突することなく，既燃ガスが模擬被加熱物に衝突していると考えられる．バーナーと平板間の

距離が小さい場合には，バーナー中心から噴出される気体が平板に衝突して，よどみ点近傍において熱

流束が低下することが知られている[39]． ただし，今回の流量条件，バーナーと模擬被加熱物の距離の条

件範囲においては， 1 次酸素が未燃のまま模擬被加熱物である銅板に衝突するという現象は起こらな

かったと考えられる． 

𝑟 > 50 mmの領域においても熱流束の低下が見られるが，熱流束の変化率は𝑟 < 50 mmの場合と比較

して小さい．バーナー中心軸から大きく離れた点における熱流束分布を計測した研究例はほとんど見ら

れず，熱流束分布の勾配の変化に着目した例も見られない．𝑟 > 50 mmの領域において熱流束の勾配が

変化した理由は，流れ構造の変化によるものであると考えられる．衝突噴流の流れ構造は 3 つ(自由噴流

領域，衝突噴流領域および壁面噴流領域)に分類できることが知られている[40]．流れ構造を図 3.4.8 に示

す．衝突噴流領域は周囲環境よりも静圧が高い領域として定義される．壁面噴流領域は圧力勾配がなく，

境界層流れとなる．そして，壁面噴流領域において流れは減速し広がっていく[41]．𝑟 = 50 mm付近を境

にして熱流束分布の勾配が変化したのは，衝突噴流領域から壁面噴流領域に遷移したためであると考え

られる．流体の流速は熱伝達係数に大きな影響を及ぼすため，壁面噴流領域で流れの方向や速度勾配が

変化したことが熱流束分布の勾配の変化を引き起こしていると考えられる． 

 

図 3.4.8 衝突噴流の流れ領域[39] 

 

また，𝑟 > 130 mmにおいて熱流束が著しく上昇している．この領域における熱流束の上昇の原因はア

ーベル逆変換による誤差である．本研究で用いたアーベル逆変換では，未知関数である分布関数を余弦
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関数で級数展開して各項の振幅を求めることによって計算されている．各項の余弦関数は前節の式

(3.4.5)にて示されるように，𝑟 = 𝑅で𝑓𝑛(𝑟) = 0となるように定義されている．従って，正しく分布を求め

るためには，計測範囲の最も外側の領域で熱流束が 0 にならなければならない．しかし，実際の計測で

は𝑟 = 150 mmにおいても熱流束は 0 ではなかった．そのため，アーベル逆変換の際に端点付近で大きな

誤差が生じたと考えられる． 

次に，本測定により得られる誤差について検討した．ただし，繰り返し測定を行っていないため 1 回

の計測における誤差である．誤差要因として，測定機器が持つ誤差およびアーベル逆変換に伴う誤差を

検討した．本測定で使用した測定機器はコリオリ式流量計および電気抵抗式温度計である．各測定機器

の仕様より，コリオリ式流量計が持つ誤差は最大で測定値の約±7%，電気抵抗式温度計の誤差は最大で

測定値の約±0.2%と見積もることができる．これから，測定機器の誤差を含めた熱流束分布を求めた結

果を図 3.4.7 に示す．熱流束の絶対値の増加に伴って誤差は大きくなり，機器の誤差はバーナー中心軸

上において約±7%となる． 

次に端点付近におけるアーベル逆変換の誤差の影響を以下に示す方法により検討した．図 3.4.9 に測

定結果から得られた，銅管の長手方向の熱流束の積算値を示す．図 3.4.9 に示すグラフはアーベル逆変

換を施す前のグラフである．計測範囲の最も外側において熱流束が 0 でないことが変換誤差であると考

えられるため，端点で熱流束が 0 となるように実験データを外挿した．具体的には図 3.4.9 の熱流束値

を線形近似して𝑟 = 156 mm から𝑟 = 192 mm までの熱流束値を予測した．この予測値を含むデータに

対してアーベル逆変換を施すことで端点の影響を調査した．実験データのアーベル逆変換後のグラフお

よび予測値を含めた場合におけるアーベル逆変換後のグラフを図 3.4.7 に示す．図 3.4.7 より，𝑟 > 100 

mm 程度から端点による影響が現れ始め，𝑟 > 130 mm 程度になると非常に大きな差異となることが分

かる． 

 

図 3.4.9 軸対称分布火炎からの銅管長手方向熱流束の積算値 

 

３－４－４－２．アンモニアとメタンの混焼における火炎形態 

３－４－４－２－１．実験方法 

本研究では，炭化水素燃料であるメタンにアンモニアを混焼させた際の熱流束分布の変化を明らかに

するための予備実験として，アンモニア混焼時に現れる火炎形態の変化について検討を行った．メタン

にて熱流束分布の測定を行ったが，アンモニア混焼時にはバーナーにおける圧力損失のために，より高

圧でボンベから供給可能なメタンと，アンモニアの混焼実験を行った．バーナー，模擬被加熱物および

排気系は，前節のメタン専焼の実験の際に利用した装置系を用いた．メタンはマスフローコントローラ
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によって流量を制御して，アンモニアはニードルバルブにて流量の調節を行った．流量が調節されたこ

れらの燃料を混合させてバーナーに供給した．アンモニアをマスフローコントローラにて流量制御する

と，アンモニア供給開始時に一時的に大流量が流れて失火する懸念があるため，アンモニアはニードル

バルブにより流量制御した． 

メタン専焼で点火を行い 35 kW まで出力を上昇させて，5%ずつアンモニアの投入量を増加させた．

供給酸素比は 1.1，バーナーと模擬被加熱物の距離は 300 mm，1 次 : 2 次酸素流量の比率は 8 : 2 であ

る．メタン専焼時とアンモニア混焼時の火炎形態をデジタルカメラにて撮影した． 

 

３－４－４－２－２．火炎の可視光測定 

メタン専焼およびメタンにアンモニアを 10%混焼させた際の火炎の可視光写真を図 3.4.10 に示す．

左側の写真がメタン専焼，右側の写真がアンモニア 10%混焼時を示す．本研究ではアンモニアを 10%混

焼できることを確認した．図 3.4.10 よりメタン専焼時，アンモニア混焼時ともに火炎先端で輝炎が観察

された．これは，すすの発生に伴う発光であると考えられる[42]．1 次酸素と燃料で求めた酸素比は約 0.9

であるため，火炎先端では燃料と，2 次酸素および周囲空気のみの反応となる．そのため，バーナー中

心軸上で燃料過濃領域となり，すすの赤熱に伴う発光が見られたと考えられる．また，可視波長域で火

炎長を比較するとアンモニア混焼火炎の火炎長はメタン専焼火炎の火炎長に比べて長くなることが分

かる．これは，アンモニアの反応速度がメタンに対して小さいためである．火炎長が長くなることによ

り，アンモニア混焼時には火炎先端が模擬被加熱物に衝突して，火炎先端が放射状に広がることが明ら

かになった． 

 

図 3.4.10 CH4専焼時と CH4/NH3(10%)混焼時の火炎の可視観察写真 

  

３－４－４－２－３．火炎長の測定 

衝突噴流火炎のアンモニアの混焼率の違いによる火炎の長さの知見は実用上有用な情報を与える．そ

のために，火炎長の尺度として CH*ラジカルの自発光分布を計測し，その発光強度が最大値の 5%とな

る位置を火炎長と定義した．CH*ラジカルの自発光分布の測定は，カメラレンズの前に中心波長 430.00 

nm，半値幅 10.00 nm のバンドパスフィルターを介して火炎の撮影を行い，撮影した CH*ラジカル自
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発光像の輝度データから輝度分布を測定する．この分布から，発光の始まる始点位置と，輝度の最大値，

輝度が最大値の 5%となる位置とを求め，その位置の始点位置からの距離を求めて火炎長を算出する． 

アンモニア混焼率の差による火炎長の比較のため，燃料はメタンとアンモニアの混合気体とし，これ

らの低発熱量の合計を 35 kW に固定し，発熱量割合でアンモニア 0%，30%となる 2 条件で実験を行っ

た． 

図 3.4.11 には，CH4専焼時と CH4/NH3(30%)混焼時のそれぞれの火炎の可視光観察像と CH*自発光

観察像を比較して示す．バーナー高さは，両者とも模擬被加熱物表面から約 210 mm の高さとした．

CH4専焼時の火炎長は 190 mm であり，CH4/NH3(30%)混焼時には 206 mm となった．結果的に，アン

モニアを混焼させると火炎長が伸びることが判明した． 

 

 

図 3.4.11 CH4専焼時と CH4/NH3(30%)混焼時の火炎の可視光と CH*自発光観察写真 

 

３－４－４－３．アンモニアとメタンの混焼火炎における熱流束分布測定 

３－４－４－２－３項でメタンとアンモニア混焼での火炎長が異なる結果が得られたことから，熱流

束測定時のバーナー位置を固定して測定すると火炎長の違いによる影響を受け，アンモニア混焼率によ

る熱流束の差異を捉えることができないことが危惧される．そのため，各条件でバーナーと模擬被加熱

物表面との距離を火炎長と等しくして熱流束分布を測定した． 

測定条件を表3.4.1に示す．CH4専焼時とCH4/NH3(30%)混焼時のバーナー高さはそれぞれ190 mm，

206 mm とした．図 3.4.12 には，この時のそれぞれの条件下での火炎の可視光観察写真を示す．両者か

らは，火炎の色の差とアンモニア混焼時の火炎の裾広がり傾向以外に顕著な差異は見られなかった． 

 

  

190mm

CH4専焼

（可視光） （CH*自発光）

206mm

NH330%混焼

（可視光） （CH*自発光）
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表 3.4.1 衝突噴流火炎バーナーの熱流束分布測定時の CH4/NH3混焼条件． 

 

 

 

図 3.4.12 バーナー高さを火炎長に合わせた時の CH4専焼時と 

CH4/NH3(30%)混焼時の火炎の可視光写真 

 

表 3.4.1 の条件下での衝突噴流火炎の半径方向の熱流束分布測定結果を図 3.4.13 に示す．また，この

結果を空間分布（3 次元）表示したものを図 3.4.14 に示す．この測定結果から求めたアーベル逆変換後

の熱流束分布を図 3.4.15 に示す．この図は，図 3.4.7 に示すメタン専焼時の初期の測定結果に見られた

熱流束分布の振動現象を除くために，３－４－３－２項で述べたガウス関数級数近似法で求めたもので

ある． 

この結果から，メタンとアンモニア(30%)混焼時には衝突噴流火炎の熱流束分布の上流部では細くな

り，下流部で裾が広がるような熱流束分布形状となることが分かった．両者の熱流束分布は比較的良く

類似していることが分かった． 

 

CH4専焼 NH330%混焼

NH3混焼率

（発熱量基準）
0 30

バーナ高さ[mm] 190 206

出力[kW]

酸化剤

酸素過剰率

1次/2次酸素比

冷却水量[L/min]

35

酸素

1.1

8 : 2

2

CH4専焼 NH330%混焼
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図 3.4.13 バーナー高さを火炎長に合わせた時の CH4専焼時と CH4/NH3(30%)混焼時の 

熱流束分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.14 バーナー高さを火炎長に合わせた時の CH4専焼時と 

CH4/NH3(30%)混焼時の熱流束空間分布(3 次元) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.15 バーナー高さを火炎長に合わせた時の CH4専焼時と 

CH4/NH3(30%)混焼時のアーベル逆変換後の熱流束分布 

CH4専焼 NH330%混焼
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３－４－５．まとめ 

メタンの火炎を模擬被加熱物である長方形断面を持つ銅管に衝突させて熱流束分布を求めた．既往研

究ではバーナー中心付近のみの熱流束分布が測定されているため，本研究ではバーナー中心から離れた

点における熱流束分布を求めた．バーナーと模擬被加熱物間の距離を 300 mm としたため，未反応の酸

素が衝突することなく既燃ガスが衝突することが示された．また，バーナーから一定の距離が離れた点

において熱流束の勾配が変化することが明らかになり，これは衝突噴流領域から壁面噴流領域に遷移し

たためであると考えられる．このことから，熱流束の勾配の変化から流れ構造の変化を実験的に確かめ

ることができると予想される． 

アンモニアをメタンに混焼させる予備実験も行い，構築した実験装置系においてメタンにアンモニア

を混焼させることができることが確認できた．また，アンモニアを混焼させた際には火炎長が長くなる

ことが確認された． 

また，メタン・アンモニア混焼下での衝突噴流火炎の火炎長を，CH*ラジカル自発光強度測定から求

める評価手法を開発した．この結果を用いてバーナー高さを火炎長に合わせた場合の，メタン専焼とメ

タン・アンモニア 30%混焼の火炎の半径方向の熱流束分布を測定した．アンモニア混焼時の熱流束空間

分布は，メタン専焼時と比較すると，火炎の上流では細く下流側で裾広がりとなる傾向がみられた．2

つの条件で炎の形状と色が異なるにもかかわらず，距離が遠くなるにつれて，両方の条件で熱流束は滑

らかに減少し，それぞれの分布は互いに類似していることが分かった．これは，メタン/アンモニア混焼

火炎がメタン専焼火炎よりも低い熱流束と低い火炎温度であるにもかかわらず，被加熱物へ供給する熱

流速には大きな影響を及ぼさないことを意味している．結論として，メタン/アンモニア混焼火炎は適切

な条件下で工業用途の金属加熱に適用することができると考えられる．  

 

 

３－５．微粉炭および炭化水素燃料との混焼技術の開発 

３－５－１．はじめに 

化石燃料とアンモニアの混焼技術の一つとして，石炭/アンモニア混焼が注目されている．現在，石炭

火力発電所において，アンモニアを用いた脱硝が行われている．この脱硝技術は，アンモニアを排ガス

に吹き込み，触媒によりアンモニアと NOx を選択的に反応させ，水と窒素に分解する，という方法であ

り，選択接触触媒還元法と呼ばれている．脱硝のプロセスでアンモニアを使用することから，多くの石

炭火力発電所にはすでにアンモニア供給のインフラが整っている．このことは，石炭火力発電にアンモ

ニア混焼技術を導入する困難を緩和することから，微粉炭/アンモニア混焼技術の検討が有用であると考

えられる．本節では，微粉炭/アンモニア混焼技術に関する基礎研究を行う．次節では石炭火力発電技術

について述べ，アンモニア混焼についての検討を行う． 

 図 3.5.1 に，微粉炭燃焼プロセスの概念図[43]を示す．図 3.5.1 より，微粉炭の燃焼は予熱，熱分解，揮

発分放出，着火，揮発分燃焼，固形分燃焼と進んでいくとされている．具体的には，バーナから噴出し

た低温の微粉炭粒子が下流の火炎および放射によって予熱され，昇温中の粒子が約 400～600℃に達する

と熱分解が始まり，揮発分 (ガスおよびタール) を放出する．この揮発分に着火して，揮発分燃焼が始

まる．揮発分燃焼によって粒子の温度はさらに高くなり，揮発分の放出が終了する前後から固形分 (チ

ャー) の燃焼が始まる．その後，未燃のフライアッシュを残しながら一連の燃焼反応は終了する． 
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図 3.5.1 微粉炭の燃焼プロセスの概念図[43] 

 

しかしながら，この燃焼現象は燃焼器内で同時に進行していくため，個々の燃焼現象を把握するのは

困難である．加えて，微粉炭ボイラー等の燃焼器内の現象は，気流内における微粒子の乱流混合や伝熱

などの物理過程と揮発分放出，固気反応，気相反応といった化学過程が相互に影響し合いながら同時に

起こる複雑な現象になっている．また，その燃焼現象は，供給する燃料流量が一定の条件においても燃

料性状によって大きく影響を受ける．これは，燃料性状によって固体燃焼の初期段階である揮発分の放

出過程が影響を受けるためであると考えられる．具体的には，揮発分の成分と，その放出時期と放出速

度が異なることで，揮発分の燃焼過程が変化して熱発生率や温度分布が変化する．それがまた次の燃料

によって放出される揮発分の成分と，その放出時期と放出速度に影響を及ぼすからであると考えられる．

そのため燃焼器内の燃焼現象の理論的取り扱いは困難であり，未だに未解明な点が多い．現状では，微

粉炭直接燃焼技術の開発は経験工学的に行われることが多く，煩雑な実験を伴うだけでなく，多大なコ

ストや期間が必要になる．そのため，微粉炭直接燃焼技術の開発に適応可能なシミュレーションを開発

するなどの高効率化が求められている． 

 このように，微粉炭の燃焼過程は様々な因子が相互に影響を及ぼし合う複雑な反応となっている．微

粉炭燃焼場にアンモニアが存在すると，燃焼時の微粉炭雰囲気の組成が変化するため，微粉炭の昇温速

度や揮発分放出過程，ならびにすす生成過程に影響を及ぼすと考えられる． 

したがって，微粉炭/アンモニア混焼場を評価するためには，微粉炭燃焼場でのアンモニアの存在が，

微粉炭燃焼の初期段階である揮発分の放出とその過程，固形分燃焼の際のすすの生成過程に与える影響

を解明することが重要である．そのためには，燃焼場を乱すことなく，粒子挙動や揮発分に含まれる化

学種を測定できる光学計測技術が有用である． 
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３－５－２．実験装置および条件 

本研究では，石炭火力発電用微粉炭焚きボイラーにおいてアンモニアを混焼させることを想定して，

微粉炭からの揮発分の放出過程や，すす生成過程に対する微粉炭/アンモニア混焼の影響を明らかにする

ことを目標としている．本項では，燃焼場における微粉炭からの揮発分放出と，すすの生成挙動を，高

い時間・空間分解能で観察できるように設計・構築した実験装置，及び計測手法について述べる．図 3.5.2

に本実験で用いた実験装置全体の概略図を示す．実験装置は層流対向流バーナー，ガス供給系，微粉炭

供給系，排気系，光学計測系から構成されている． 

図 3.5.3 に層流対向流バーナーの断面図を示す．上下バーナーポートの内径は共に 25.4 mm であり，

ポート間隔は 30.0 mm とした．バーナーポートの外周部には周囲流を流すための管状流路 (内径 37.2 

mm) が存在する．周囲流は窒素を用いており，供給ガスの外部空気との反応を抑えるとともに，雰囲

気空気との間に生じるせん断力の影響を抑制している．上側ポートからは，酸素を窒素で希釈した乾燥

空気を供給して，アンモニアを微粉炭と混焼させる際にはそれに加えてアンモニアも上側ポートから供

給する．微粉炭は上側ポートから供給されるため，微粉炭の燃焼反応は上側ポートに供給されるガス中

で主に進行することになる．そのため本実験では，空気とアンモニアの予混合気中で微粉炭の燃焼反応

が進行する．これは，実際に想定される，微粉炭ボイラー内で，一次空気（微粉炭搬送用空気）にアン

モニアを混合することで微粉炭/アンモニア混焼を行うことを想定して設定した条件である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下側ポートからは窒素で希釈された水素を保炎のためのパイロット火炎の燃料ガスとして供給する．

微粉炭燃焼における揮発分の放出とすす生成に注目する理由から，パイロット火炎の形成に使用するガ

ス種には炭素分を含まないものを選択することが望ましい．これは，燃焼場から検出される含炭素化合

物を，微粉炭燃焼に由来する生成物として限定するためである．なお，点火時には希釈水素の代わりに

メタンを燃料として使用する． 

実験環境は一酸化炭素検知器と水素・アンモニア検知器によって常時監視し，危険性がないことを確

認して実験を行った． 

微粉炭焚ボイラに投入される，一次空気の質量流量 A と，微粉炭の単位時間当たりの投入質量 C の

比である A/C は，微粉炭燃焼における灰中未燃分や NOx 生成量に影響する値であり，微粉炭火力発電

図 3.5.2 実験装置概略図 図 3.5.3 層流対向流バーナーの断面図 
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においては，それらの同時低減に最適な値として A/C = 2 程度で運用されている．本実験ではこの値を

基に，実機においてアンモニアの発熱量の占める割合を想定した．表 3.5.1 に，実験で使用した微粉炭

の燃料性状を示す．実機での A/C と，今回使用した微粉炭の発熱量の値から，一次空気の質量と，それ

に対する微粉炭からの発熱量を関連付けることが可能である．これにより，実機で一次空気にアンモニ

アを混合した場合に，A/C に変化がないものとすれば，微粉炭とアンモニアの発熱量のうち，アンモニ

アの発熱量が占める割合を求めることが可能となる．  

実験条件を表 3.5.2 に示す．上側ポートからは，酸素濃度が 21%，窒素濃度が 79%の乾燥空気に対し

てアンモニアを微粉炭に対する発熱量代替率で 20%に対応する流量で混合させた混合ガスを供給する．

微粉炭に対する発熱量代替率 20%に対応する流量でアンモニアを乾燥空気に混合させた場合，そのアン

モニア/空気予混合気の当量比は 0.91 となる．また，微粉炭の初期流速を各条件において一定とするた

めに，供給ガス全体の体積流量は 7.60 LN/min で一定とした．下側ポートからは，水素と窒素の混合気

を水素の体積分率が 34.5%となるように供給しており，上側ポートの供給ガスの運動量に合わせている．

また，上下ポート出口において，供給気体と雰囲気空気の反応による影響を無くすために周囲流として

窒素を供給する． 

 

表 3.5.1 微粉炭燃料の性状 

Proximate analysis 

[wt %] 

Moisture 0.7 

Ash 14.2 

Volatile matter 33.5 

Fixed carbon 52.3 

Ultimate analysis 

[wt%db] 

Carbon 70.5 

Hydrogen 4.64 

Nitrogen 1.66 

Oxygen 8.6 

Total sulfur 0.46 

Incombustible sulfur 0.05 

Combustible sulfur 0.41 

Calorific value 

[J/g] 

Higher heating value 28830 

Lower heating value 27780 

True specific gravity 1.42 

Particle size 

[m] 

Mean Volume Diameter 48.09 

Mass-based median diameter 29.23 

※db: dry basis 
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表 3.5.2 実験条件 

Substitution ratio of pulverized coal by NH3 

on the basis of lower heating value [%] 
20 

Upper port 

Equivalence ratio 

− 
0.91 

Concentration of NH3 

[%] 
20.2 

Total flow rate 

[LN/min] 
7.60 

Shielding N2 gas 

[LN/min] 
4.84 

Lower port 

Concentration of H2 

[%] 
34.5 

Total flow rate 

[LN/min] 
10.21 

Shielding N2 gas 

[LN/min] 
5.70 

 

 

希釈水素の対向流拡散火炎によって保炎されており，アンモニアを乾燥空気に混合させた搬送用酸化

剤と燃焼する単一の微粉炭粒子近傍の一酸化窒素 (NO) の存在領域の瞬時画像を取得するために，シン

グルショット (NO-PLIF 信号強度分布の積算を行わない) の NO-平面レーザー誘起蛍光法（NO-PLIF）

を適用する．図 3.5.4 に NO-PLIF の光学系を示す．レーザーは，色素レーザー (Sirah 製，CSTR-LG-

2400) を使用し，レーザー光源には，繰り返し周波数 10 Hz，パルス幅 8 ns (半値幅) の Nd:YAG レー

ザー (Spectra Physics 製，Quanta-Ray) の第三高調波 (355 nm) を使用した．レーザーを層流対向流

バーナの燃焼場まで導入する光学系は，誘多膜平面ミラー (シグマ光機製，TFMQ-30C05) と，シリン

ドリカルレンズから構成される．レーザーは，シリンドリカルレンズによりシート状に成形し，層流対

向流バーナの中心軸を含む垂直断面に照射する．また，シート光入射方向に対し 90°の位置に正対して

高感度カメラを設置し，撮影を行う．高感度カメラ先端には，紫外光を透過するカメラレンズ，NO ラ

ジカルの蛍光波長に対応した中心波長 226.0 nm，半値幅 10.0 nm のバンドパスフィルタを設置した．

今回は，UV 光を透過するカメラレンズとしては F 値の小さい (明るく撮影できる) ものを入手して新

たに用いることで，微弱な NO-LIF 信号に対してシングルショットによる十分な S/N 比のデータ取得

を実現した． 
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図 3.5.4 NO 平面レーザー誘起蛍光法の光学系・信号取得系の概略図 

 

３－５－３．実験結果および考察 

本実験では，希釈水素による対向流拡散火炎をパイロット火炎として微粉炭を燃焼させるため，微粉

炭の燃焼挙動について議論をするためには，実験条件の変化が対向流拡散火炎に及ぼす影響についての

考察が必要不可欠である．そこで，デジタル一眼レフカメラによる直接撮影を行い，得られた画像から

考察を行う．本項ではすべての撮影条件において，デジタル一眼レフカメラ (Nikon 製，D7100) に，レ

ンズ (Nikon 製，Ai-S UV-Nikkor 105 mm F4.5) を装着し，撮影を行った． 

図 3.5.5(a)は，微粉炭を供給しない状態での対向流火炎を撮影した画像である．撮影条件は，f 値 5.6，

SS:1/4，ISO-100，WB: 2670 K である．上側ポートからの供給ガスにアンモニアを混合したために，火炎

の上側に沿うように，橙色の発光が確認できる．これは，アンモニア/乾燥空気予混合気の燃焼過程で一

時的に生成する NH2のラジカル自発光もしくは NO のラジカル自発光であると考えられる．  

 図 3.5.5(b)は，微粉炭を供給した際の燃焼場を同じ視野で撮影した画像である．撮影条件は，ISO-100，

WB:2610 K は共通であり，f 値 5.6，SS:1/5 秒である．微粉炭は対向流火炎付近で輝炎を生じて，燃焼

しながら上下ポート間の中央付近で半径方向へと流れている様子が見て取れる．このことから，燃焼場

において微粉炭あるいは微粉炭に由来するすす粒子は対向流流れに沿って移動していると考えられる．

このことから，燃焼する微粉炭粒子の軌跡は対向流の流線に一致するので，バーナ中心付近において微

粉炭粒子の軌跡の集合から得られる平面がよどみ面とほぼ一致すると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (a) 微粉炭供給なし                             (b) 微粉炭供給あり         

図 3.5.5 対向流火炎の直接写真（アンモニアによる発熱量代替率：20%） 
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 次に，微粉炭供給ありの条件に対して NO-PLIF を適用して，アンモニアを乾燥空気に混合させた搬送

用酸化剤と燃焼する単一の微粉炭粒子近傍の一酸化窒素 (NO) の存在領域の瞬時画像を取得した． 

図 3.5.6 に，シングルショット NO-PLIF の信号強度分布画像を示す．図 3.5.6 より，F 値の小さい UV

光透過カメラレンズを使用することで，従来当研究室において不可能であったシングルショット NO-

PLIF における高い S/N 比を達成し，アンモニアの平面火炎からのみではなく，単一の微粉炭粒子の揮発

分燃焼に伴うと考えられる NO-PLIF 信号強度分布 (図 3.5.6 中，赤丸で明示) を得ることに成功した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.6 シングルショット NO 平面レーザー誘起蛍光法の信号強度分布 

 

 

３－５－４．まとめ 

微粉炭燃焼場に対して，再生可能エネルギー起源の水素エネルギーキャリアとして注目される NH3

を混焼することによる，微粉炭燃焼時の揮発分放出過程と微粉炭からのすすの生成過程への影響を観察

した．本章に本研究で得られた知見を示す． 

微粉炭/NH3混焼が層流対向流拡散火炎に及ぼす影響について検証するために，火炎の直接撮影と NO

平面レーザー誘起蛍光法 (NO-PLIF 法) を適用し，微粉炭供給の有無に対する火炎形状の比較と，燃焼

場における NO の存在領域の可視化を行った． 

微粉炭火力発電所で用いられる微粉炭焚きボイラーにおいて支配的な燃焼形態である混相燃焼は，固

相と気相が相互に影響を及ぼし合う複雑な燃焼場を形成するため，未解明な部分が残されているのが現

状である．長年に渡って燃焼工学において培われてきた高度な分析・計測手法と数値シミュレーション

が，複雑な物理化学過程を伴う微粉炭燃焼へと適用可能となることで，現在の経験工学的な開発からの

脱却が実現すると考えられる．本研究で行った実験系の構築や計測手法の適用によって得られた成果は，微

粉炭燃焼技術の開発に適用可能な数値シミュレーション手法を高度化させるための，一つの指針となる

と考えられる． 

 

 

３－６．アンモニア同軸噴流拡散火炎の消炎機構に関する実験的考察 

３－６－１．はじめに 

アンモニアを燃料として工業的に利用するためには，工業炉などで多く用いられる同軸噴流非予混合

火炎の安定形成条件および火炎が消炎に至る要件を理解することが重要である．本研究では，アンモニ

アを燃料として用いた同軸流非予混合火炎を対象として，同軸噴流非予混合火炎の形成に大きな影響を
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与えるバーナーリム部の厚み（リム厚）がアンモニア火炎の安定形成条件に与える影響を検討した．次

に，リム厚，酸素濃度を一定値として，燃料流速，酸化剤流速に対する火炎の安定形成条件を把握する

とともに，消炎機構（火炎の安定性）に及ぼす支配的な因子を実験的に考察した． 

 

３－６－２．実験装置 

図 3.6.1 に実験装置の概要と二重管燃焼装置の直接写真を示す．二重管燃焼装置の材質は，アンモニ

アの使用に伴う腐食防止のために，ステンレス製(SUS316 材)とした．二重管燃焼装置では，二重管燃

焼ノズルの内側の流路に燃料を，外側の流路に酸素と窒素の混合気である酸化剤を供給することが可能

である．酸化剤の酸素濃度は任意に調整することが可能である．なお，ボンベから供給された燃料およ

び酸化剤は，レギュレータによって圧力が調整された後に，マスフローコントローラ(Mass Flow 

Controller; MFC, N100, 株式会社堀場エステック)によって流量が調整される．内側のノズルの先端は，

リム厚を 0.2 mm，1.2 mm，2.25 mm，4.0 mm，6.0 mm，8.0 mm に変更できるように，取り外しが

可能な構造(テーパ形状)となっている．また，バーナー出口の下流部には，フレアスタックおよび，未

燃のアンモニアを吸着することが可能な排気処理装置を設置した． 

 

 

図 3.6.1 実験装置概念図とバーナー直接写真 

 

３－６－３．リム厚がアンモニア噴流火炎の安定性に及ぼす影響 

３－６－３－１．実験手法および実験条件 

表 3.6.1 に，リム厚がアンモニア噴流火炎の安定性に与える影響を評価するために行った実験の実験

条件を示す．表 3.6.1 に示すように，燃料流速は 4.0 m/s，酸化剤流速は 1.5 m/s として，それぞれ一定

とした．リム厚の影響の評価には，アンモニア噴流火炎を安定して形成することが可能な酸素濃度を用

いた．一般的に，酸素濃度は高いほど火炎が安定しやすく，アンモニアを燃料とした場合も例外ではな

い．そこで，初期条件として酸素濃度を 45%に設定して，安定なアンモニア火炎を形成した後に，酸素

濃度を徐々に低下させて，アンモニア火炎が吹き消える直前の酸素濃度を安定限界として評価値とした．

なお，各リム厚のバーナーにおいて 3 回実験を行い，得られた酸素濃度の平均値を実験結果とした． 
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表 3.6.1 火炎安定性検証試験に対する実験条件 

Pressure [MPa] 0.1 

Temperature [K] 288 

O2 volume fraction [%] 21～45 

Rim thickness [mm] 0.2, 1.2, 2.25, 4.0, 6.0, 8.0 

Fuel velocity [m/s] 4.0 

Oxidizer velocity [m/s] 1.5 

 

３－６－３－２． 実験結果および考察 

図 3.6.2 にリム厚に対する安定なアンモニア噴流火炎を形成することが可能な酸素濃度を示す．図

3.6.2 より，リム厚の増大に伴って，安定なアンモニア噴流火炎を形成することが可能な酸素濃度の限

界値が低下していることが分かる．酸素濃度の限界値が低下するということは，火炎を安定化させるた

めに必要な過剰酸素の量が減少していることを示しており，リム厚が厚い条件においてアンモニア火炎

の形成が容易になったことを示している．また，リム厚が 6.0 mm の条件では，酸素濃度が 23.6%の条

件でも安定な火炎を形成できることが明らかになった． 

ここで，リム後流に形成される流れ場の影響を検討するために，図 3.6.3 にリム後流に形成される再

循環領域の模式図を示した．なお，リム厚が薄いバーナーを用いた場合には，図 3.6.3 における再循環

領域が小さく，伝ぱ機構によって安定な火炎が形成されることが知られている．一方で，リム厚の値が

増大すると，リム後流の再循環領域が拡大するとともに，再循環領域内部の混合気流速が低下し，結果

として燃料と酸化剤の混合が促進される[44-46]．火炎基部に，局所的な予混合火炎が形成されることを考

えると，アンモニアを燃料として用いる場合には，局所的な燃焼速度を上昇させる必要がある．リム厚

の値の増大による再循環領域の拡大は，供給流量が同じ場合には，再循環領域内部の混合気流速の低下

となって現れる．その結果として，低い酸素濃度でも安定したアンモニア噴流火炎の形成が可能になっ

たと考えられる． 

 

図 3.6.2 リム厚に対する安定なアンモニア

噴流火炎を形成することが可能な酸素濃度 

 

 

図 3.6.3 リム後流に形成される流れ場 

の概念図
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３－６－４．まとめ 

以上のように，層流条件における同軸流非予混合火炎を対象としてアンモニア燃料を適用し，酸素濃

度を指標として，リム厚がアンモニア火炎の安定性に与える影響を評価した．結果として，同軸流非予

混合火炎にアンモニア燃料を適用すると，リム厚が増加するにしたがって，安定な火炎を形成するため

に必要な酸素濃度が低下することが明らかとなった．リム厚が 6.0 mm の条件において，本実験条件中

で 23.6%程度の酸素濃度で安定に火炎を形成することが可能であることが明らかとなった． 

 

 

３－７．まとめ 

・酸素富化割合を上昇させることで，層流燃焼速度が上昇し，𝛺 = 0.28 の条件では𝜙 = 1.05 において層

流燃焼速度が 18.0 cm/s，𝛺 = 0.30 の条件では𝜙 = 1.05 において層流燃焼速度が 22.8 cm/s，𝛺 = 0.35

の条件では𝜙 = 1.05 において層流燃焼速度が 28.3 cm/s に達することが分かった．これは，アンモニ

ア/空気の予混合火炎における層流燃焼速度の 3 倍から 5 倍の値であり，酸素富化燃焼により，燃焼性

の強化が可能であることが明らかとなった． 

・層流燃焼速度の増加率で酸素富化燃焼による燃焼促進効果を検証すると，アンモニアは，炭化水素系

燃料，一酸化炭素および水素と比べて，酸素富化燃焼による層流燃焼速度の促進効果が大きい． 

・10 kW モデル工業炉で NOx 低減のメカニズム解明を目指した研究を行った．2 段燃焼における 1 次

燃料と，2 次酸化剤の相対断面平均流速が近い領域において，NOx の発生量が減少することから炉内

を 3 領域に分けたモデルを提案した．モデルの妥当性を確認するため宇部興産(株)と共同で CFD を

実施した結果，定性的な裏付けを得ることができた． 

・100 kW 級モデル工業炉で 2 段燃焼法に適したバーナーを用いて，環境基準の NOx 排出量 150 ppm

以下で加熱効率の目標値 55%を達成した． 

・都市ガス(13A)/アンモニア 30%混焼と都市ガス専焼で同等の加熱効率 55%が得られた． 

・メタン及びメタン/アンモニアを燃料とした衝突噴流火炎の脱脂プロセスへの適用を目的として，火炎

強制対流伝熱評価実験装置を構築した．アンモニア混焼時の熱流束空間分布は，メタン専焼時と比較

すると，火炎の上流では細く下流側で裾広がりとなる傾向が見られた．しかし，アンモニア混焼時の

火炎長（CH*ラジカル自発光強度測定）がメタン専焼時よりも少し長くなるが，加熱に最も寄与する

火炎中心部の熱流束の値には大きな差はみられず，工業炉用途としての使用に影響は少ないと思われ

る． 

・石炭火力発電技術に重要な微粉炭/アンモニア混焼技術に関する基礎研究において，火炎の直接撮影と，

NO 平面レーザー誘起蛍光法の高 S/N 化を行った．その結果，微粉炭供給の有無に対する火炎形状の

比較と，燃焼場における NO の存在領域の可視化を行うことができた． 

・層流条件における同軸流非予混合火炎を対象としてアンモニア燃料を適用し，酸素濃度を指標として，

リム厚がアンモニア火炎の安定性に与える影響を評価した．結果として，同軸流非予混合火炎にアン

モニア燃料を適用すると，リム厚が増加するにしたがって，安定な火炎を形成するために必要な酸素

濃度が低下することが明らかとなった． 
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